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第３回総務文教常任委員会会議録 

令和元年６月１０日（月） 

    開 会   午前  ９時０２分 

    閉 会   午後  １時４５分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

●企画政策課 

①令和元年度一般会計補正予算（第１号）の概要について 

②令和元年度一般会計補正予算（企画政策課所管分）について 

③JR釧網本線の対応について 

 

●消防署清里分署 

  ①令和元年度一般会計補正予算（清里分署所管分）について 

 

●総務課 

  ①令和元年度一般会計補正予算（総務所管分）について 

 

●生涯学習課 

  ①令和元年度一般会計補正予算（生涯学習課所管分）について 

  

２．意見書の提出について 

 

３．議会閉会中の継続調査について 

 

４．議会費予算について 

 

５．次回委員会の開催について 

 

６．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  池 下   昇    副委員長  堀 川 哲 男 

     委 員  前 中 康 男    委  員  村 島 健 二 

       委 員  勝 又 武 司    委  員  古 谷 一 夫 

委 員  岡 本 英 明    ※議 長  田 中   誠 
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○欠席委員    なし 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

■企画政策課長     本松 昭仁    ■企画政策課主幹    永野  宏    

■まちづくりＧ総括主査 水尾 和広    ■まちづくりＧ主査   田中 誠之 

■まちづくりＧ主査   半澤 忍     ■地域振興Ｇ主査    横畠 敏樹     

■まちづくりＧ主任   長屋 智洋    ■地域振興Ｇ主任    田巻 宏章 

■消防分署長      岡崎  亨    ■庶務係長       君島 晴男 

■総務課長       伊藤 浩幸    ■管財Ｇ総括主査    吉田 正彦 

■総務Ｇ主査      吉本 淳     ■生涯学習課長     原田 賢一     

■生涯学習課主幹    三浦  厚    ■学校教育Ｇ総括主査  新輪 誠一  

■社会教育Ｇ主査    武山 雄一    ■学校教育Ｇ主査    小泉 めぐみ 

■学校教育Ｇ主査    阿部 由美子 

  

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  溝 口 富 男 

    主  査  寺 岡 輝 美 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○池下委員長 

 第３回総務文教常任委員会を開催いたします。

 

○池下委員長  

企画政策課から３点案件があります。よろしくお願いしたいと思います。はい、担当。 

 

〇まちづくり G 主査 

 それでは私の方から、１番の令和元年度一般会計補正予算第１号の概要についてと、２番の

令和元年度一般会計補正予算企画政策所管分についてご説明を差しあげます。個別の事業につ

きましては担当課より説明がなされることと思いますので、私からは全体の概要をご説明いた

します。まず企画政策課の１ページをお開きください。はじめに歳出からご説明いたします。

款ごとに主な事業についてご説明申し上げます。まず議会費ですが、視察研修事業につきまし

ては議員皆様の研修及び道内所管事務調査の経費といたしまして１４０万６千円を計上いたし

ます。議会費の補正額の合計は１４８万円でございます。次に、総務費でございますが緑清荘

屋上防水改修事業につきましてはＣ館の平屋部分の屋上の防水改修工事を行うもので１千４４

６万円を計上いたします。基金積立事業につきましては、寄附金や立木売り払い収入等の積立
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て及び森林環境譲与税が今年度より新設されたことによりまして、基金への積立を行うもので

１千７５０万４千円を計上いたします。防災用発電機購入事業につきましては、避難所などの

１６施設に発電機２２台を追加整備するものであり、９００万４千円を計上いたします。 

第６次清里町総合計画策定事業につきましては令和３年度から１０年間のまちづくりの方針

と方向性を定めます第６次清里町総合計画の策定を行うもので、５３３万３千円を計上いたし

ます。総務費の合計は１億１千８０５万６千円でございます。 

次に民生費でございますが、高齢者等の暖房費等支援事業につきましては生活困窮者への暖

房費等の支援を行うもので１５６万円を計上いたします。老健きよさとワゴン更新事業につき

ましては、老健のバスをワゴン車に更新するもので４３５万５千円を計上いたします。民生費

の合計は９２７万６千円でございます。続きまして衛生費でございますが老健のナースコール

整備更新事業につきましては、老健施設のナースコールをハンディーナースコールシステムに

更新するもので１千２４０万円を計上いたします。二酸化炭素排出抑制対策事業につきまして

は、他の市町村との連携を図り、地球温暖化対策の取り組みを促すための普及や啓発を行うも

ので、３５８万９千円を計上いたします。清掃センター機器類等補修事業につきましては、清

掃センターの維持修繕を行うもので２８２万７千円を計上いたします。葬斎場修繕事業につき

ましては２号火葬炉の送風機の修繕を行うもので２８８万２千円を計上いたします。衛生費の

合計は２千９９６万２千円でございます。 

次に、農林水産業費ですが農地整備事業につきましては今年度より事業が始まります道営水

利施設等保全高度化事業清里第２地区の負担金といたしまして、１千７２２万７千円を計上い

たします。畑作構造転換補助事業につきましては農作物の林作体系維持のための取り組み及び

機械導入に対し助成を行うもので５千４３９万９千円を計上いたします。製材流通経費補助事

業につきましては、製材流通経費の２分の１、７００万円を限度として林産企業に補助するも

ので１千万円を計上いたします。森林景観事業につきましては一度基金に積み立てました森林

環境譲与税を活用し森林経営管理制度の推進を図るため、調査啓発管理などを行うもので１４

４万１千円を計上いたします。農林水産業費の合計は１億２千６７０万５千円でございます。  

次に商工費でございますが後ほど事業の詳細について担当よりご説明いたしますので、ここ

では省略させていただきます。商工費の合計は５千４０４万９千円でございます。続きまして

土木費でございますが、公営住宅クッキングヒーター修繕事業及び換気設備改修事業につきま

しては老朽化による公営住宅内部の修繕を行うもので、それぞれ２００万円と６００万１千円

を計上いたします。道路維持補修事業につきましては町道７号道路ほか、６路線の舗装補修工

事を行うもので、２千９０万円を計上いたします。土木費の合計は４千５７２万円でございま

す。次に消防費ですが、斜里地区消防組合清里分署負担金といたしまして１千８４４万２千円

を計上いたします。 

続きまして教育費でございますが清里小学校等改修工事実施設計事業につきましては、清里

小学校の校舎及び遊具、憩いの広場などの老朽化による改修工事の実施に向けて実施設計を行

うもので１千６８５万円を計上いたします。学校施設長寿命化計画策定事業につきましては学

校教育施設の長寿命化計画である個別施設計画を策定するもので、５７０万円を計上いたしま

す。学習センター冷暖房設備設置事業につきましては、現在学童保育で利用しております創作

活動室のＡ・Ｂ、サークル活動室に冷房設備を設置するもので２６８万円を計上いたします。  

緑スキー場受電設備改修事業につきましては、緑スキー場の受電設備の更新を図り、安全な
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電気供給によりリフト利用者の安全を確保するもので、８５３万円を計上いたします。教育費

の合計は８千４４０万円でございます。歳出の当初予算額４４億４千８００万円に、補正額４

億８千８０９万円を追加いたしまして補正後の予算額は４９億３千６０９万円となります。 

続きまして上段の歳入をご説明いたします。地方譲与税の森林環境譲与税につきましては、

今年度創設されました森林環境税が譲与税として市町村に配分されたもので１４４万１千円を

計上いたします。分担金及び負担金につきましては清里第２地区道営農地整備事業の受益者分

担金といたしまして７９７万５千円を計上いたします。国庫支出金につきましては防災 Wi Fi

の整備に伴う無線システム普及支援事業補助金として８９７万８千円。プレミアム付き商品券

事務費補助金として２２１万５千円。また感染症予防事業費等補助金ですが、成人男性の風疹

予防に係る経費の補助といたしまして、９３万６千円を計上いたします。道支出金につきまし

ては、農業競争力基盤強化特別対策事業補助金と農業経営高度化促進事業補助金は、道営農地

整備事業に対する補助金として、それぞれ２２５万６千円と４５１万２千円。畑作構造転換事

業補助金として５千４３９万８千円。道営農地整備事業監督補助事業委託金として１４万５千

円。多面的機能支払交付金事業交付金につきましては、対象事業の追加により３５７万円を計

上いたします。財産収入につきましては、町有林の立木売払い収入として３１６万８千円を計

上いたします。繰入金につきましては、ふるさと基金繰入金として２２万８千円の減額。森林

環境譲与税基金繰入金として１４４万１千円。今回の補正に係る財源不足分として財政調整基

金繰入金が８千万円。各公共施設の整備改修の財源として、公共施設整備基金繰入金が８千２

９７万１千円を計上いたします。繰越金につきましては前年度の繰越金として２億２千２９３

万９千円を計上いたします。諸収入につきましては、二酸化炭素排出抑制対策事業等補助金と

いたしまして３５７万３千円を計上いたします。歳入の当初予算額４４億４千８００万円に、

補正額４億８千８０９万円を追加いたしまして、補正後の予算額は４９億３千６０９万円とな

ります。 

続きまして２ページをご覧ください。２ページからは補正予算概要として主な事業における

補正内容や財源内訳などを掲載しております。所管課よりそれぞれの事業につきまして説明が

あると思いますので、私の方からは企画制作課まちづくりグループ所管分の説明をさせていた

だきたいと思います。それでは５ページをお開きください。先ほど款別の全体の概要で説明い

たしました事業につきましては、省略させていただきますのでご了承ください。それでは上か

ら２列目をご覧ください。２款総務費、２項総務管理費、６目交通安全対策費、交通安全防犯

推進事業につきましては、交通安全防犯啓発資材を購入するもので、消耗品費として３５万３

千円を計上いたします。次の列、３項開発促進費、１目企画振興費、ＪＲ関連対策事業でござ

いますが、釧網本線活用可能性調査事業負担金といたしまして３０万円を計上いたします。 

１列飛ばしまして１０項総合戦略費、１目総合戦略事業費、若者居住推進家賃補助事業でご

ざいますが、前回の委員会でもご説明いたしましたとおり、若者世帯の移住定住を促進するた

めに、民間賃貸住宅居住に係る家賃を補助するもので１４４万円を計上いたします。次の列ゆ

いまーる清里補助事業でございますが、清里町のＰＲなど様々な事業活動を行っている、ゆい

まーる清里に対する補助として４０万円を計上いたします。 

６ページをご覧ください。１番上の例、清里町地域活性化団体補助事業でございますが、町

外での清里町の魅力発信等を実施し、地域活性化に寄与する事業を団体に対する補助といたし

まして１００万円を計上いたします。次の列、清里交流環境ＰＲ事業でございますが、移住定
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住の促進及びグリーンツーリズムの活用による清里町の情報発信を行うもので、報償費、旅費、

需用費等合せまして３２６万７千円を計上いたします。私からの説明は以上でございます。 

 

○池下委員長  

はい、担当。 

 

〇企画政策課主幹  

続きまして同じく企画政策課の地域振興グループの関連について説明致します。６ページ下

段でございます。２項総務費、４項庭園のまちづくり事業費、１目花と緑と交流のまちづくり

事業費、事業名都市農村交流事業費でございます。本事業でありますけども平成１０年から埼

玉県鶴ヶ島市産業まつりということで出店している部門でございまして、今年度においても出

店予定ということで予算計上いたします。記載の報償費から負担金補助及び交付金まで計１２

５万３千円を一般財源として計上いたします。例年なんですけれども物販を主としております

けれども、事業目的でございます都市と農村をつなぐ地域間交流。それと清里町の魅力を発信

するという趣旨がありますので本町のＰＲ活動についても取り組んでいく考えでございます。  

続きまして１０項総合戦略費、１目総合戦略事業費、事業名移住定住促進事業費でございま

す。本事業でありますけれども、移住者及び定住のための住宅取得支援でございまして、事業

実施により移住定住の促進、人口の維持を図るものでございます。移住の支援交付金でありま

すけれども、新規及び既存の５年間の分割交付分をあわせた２３６万３千円。定住の支援交付

金でありますけれども、新規及び既存の５年間の分割交付、こちらにつきましては固定資産税

相当分ということで１４０万。合計３７６万３千円を一般財源として計上いたします。 

７ページに移りまして、同じく１目総合戦略需用費、事業名若者交流活動支援事業費でござ

います。事業内容でありますけれども婚活イベントの開催を予定しております。セミナー参加

旅費と婚活活動支援補助ということで７４万９千円を一般財源として計上するものでございま

す。続きまして６款商工費、１項商工費、１目商工振興費、事業名商工業振興対策事業費でご

ざいます。本事業でありますけれども、商工会事業として商工振興事業に対する支援でありま

す。事業内訳でありますけれども、例年と同一事業を予定しておりますけれども新規に町ゼミ

というものを予算計上してございます。これについては商店街の店主が講師となりまして、お

客さんに専門知識を伝えたり、お店を知ってもらうというものでありまして、商店街を身近に

感じてもらうということと、にぎわいの創出を目的とした取り組みでございます。財源であり

ますけれども事業費５０２万５千円を一般財源として計上いたします。あわせて１点訂正がご

ざいます。カッコ内の補正後の事業全体額でありますけれども、ふるさと基金の繰入金の変更

がございましたので、その他財源の１３０万６千円を１０４万７千円に訂正をさせて頂きます。

あわせて一般財源、２千１８９万２千円を２千２１５万１千円に訂正いたします。続きまして、

同じく１目商工振興費事業費、事業名、地域雇用対策事業費に移ります。こちらにつきまして

は清里地区連合に対する補助になります。財源は一般財源ということでございます。 

続きまして同じく１目商工振興費、事業名商店街活性化事業費でございます。本事業になり

ますけれども、店舗出店及び店舗改修に係る支援事業でございまして、先日開催の常任委員会

におきまして要綱の改正についてご提案をさせていただきまして、委員各位よりご質問、ご意

見等々を頂いたところでございます。要綱の運用にあたりましては補助審査の入口の部分あわ
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せて効果検証でありますとか、反省評価などの出口の部分について客観性、公共性、公平性と

いうものを十分意識しながら進めてまいりますので、引き続き募集頂きたいというふうに思い

ます。また、旧要綱で対象としておりました新商品の開発、雇用創出、農家民泊につきまして

は改正後の要綱から文言としては表現をされないんですけれども、対象事業として取り組んで

まいりますので、今一度ご理解を賜りたいというふうに思います。事業費でありますけれども

新規の出店。これにつきましては新規に空き店舗の活用の補助改正分というものを含めるもの

について３件分、計９００万円の予算計上。店舗改修、これは新規設備投資も含むものと致し

まして５件分、計５００万円の予算計上。合計１千４００万円を一般財源にて計上いたします。 

続きまして同じく１目商工振興費、事業名住環境づくり推進事業費でございます。本事業で

ありますけれども住民の住環境の向上、住宅関連産業の振興と空き家の利用促進を図るもので

ありまして、新たに空き家に係る家具等の撤去、清掃費用についても補助対象としまして、空

き家の利活用控除に努めて行くものでございます。住宅改修補助事業でありますけれども、改

修と解体含めまして２２件分。約６０万円。空き家活用促進事業でありますけども、改修と家

具等撤去、清掃。それぞれ４件ずつ１６０万。計８２０万円を一般財源にて計上致します。 

続きまして同じく１目商工振興費、事業名プレミアム付き商品券事業費でございます。本事

業につきましては消費税、町消費税の引き上げに伴い低所得者、子育て世帯の消費に与える影

響を緩和するために、プレミアム付き商品を販売するものでございまして地域における商品の

喚起した支えを促すものでございます。事業概要でありますけれども、購入対象者であります

けれども平成３１年度の住民税非課税者と平成２８年４月１日から令和元年９月３０日までの

間に生まれた子が属する世帯の世帯主ということになっております。対象者なんですけれども、

それぞれ非課税者については６５０名、子育て世帯につきましては１４０名程度を想定してい

るところであります。商品券の購入限度額でありますけれども、額面を２万５千円ということ

で販売額は２万円ということになります。使用可能期間でありますけれども本年の１０月１日

から来年の３月３１日までの間ということになりまして、取扱い事業者につきましては町内店

舗というところになります。なお商品券の発送業務、販売業務、換金業務等々の関連事務でご

ざいますけれども、商工会に業務委託を行う予定でございます。事業費でありますけれども、

６０１万５千円。財源内訳は全額国庫補助金１００％ということでございます。 

続きまして８ページをご覧願います。２目観光振興費、事業名観光事務費フォトキャンペー

ン事業になります。本事業でありますけれども、インスタグラムを活用しましてフォトキャン

ペーンを実施し本町の景観を応募して頂くことにより、観光客によるＳＮＳを通じた情報発信

を行うものでございます。事業費につきましては２３万３千円。一般財源でございます。 

続きまして同じく２目観光振興費、事業名観光事務費の観光地整備事業でございます。本事

業につきましては昨年策定いたしました観光地整備基本計画に基づきまして、神の子池の整備

につきまして自主設計業務を実施しまして条件等を整理するものでございます。委託料として

神の子池トイレに係ります建設工事自主設計営業分２０２万４千円と、駐車場整備工事実施設

計業務４９５万円。計６９７万４千円を予算計上するものでございまして、全額一般財源とい

うところでございます。 

続きまして同じく２目観光振興費、事業名地域イベント支援事業費でございます。本事業に

つきましてはイベント用のテントの購入と事業の補助金というところでございます。イベント

用テントにつきましては３張、計１１８万８千円。事業補助でありますけれども、産業まつり



 

- 7 - 

実行委員会補助として５５３万９千円。特産品の夕べ実行委員会補助３０万円。じゃがいも踊

り実行委員会補助６０万円の内訳でございます。なお、じゃがいも踊りでありますけれども昨

年までにつきましては商工会事業の商工振興事業でありましたが、本年度より実行委員会形式

ということで、科目替えをしたところでございます。事業費７６２万７千円を財源内訳であり

ますけれども地域イベント実行委員会補助事業債ということで２８０万。残りは一般財源でご

ざいます。以上で地域振興グループの説明を終わります。 

  

○池下委員長  

ただ今、令和元年度の一般会計補正予算第１号の概要と企画政策課所管分の細かな説明があ

りましたけれども、委員の皆様から何かご意見伺いたいと思いますが。いかがですか。前回の

常任委員会の時も特に商工振興費のことで、結構意見が出ました。新たにこうやって補正が出

されておりますので、その辺十分論議する必要があるかなというふうに思いますが。はい、前

中委員。 

 

○前中委員  

商工振興費で確認になりますけれども、プレミアム商品券の事業として、商工会単独ともう

１つ、消費税あるいは町消費税の引き上げに伴う関係のプレミア商品券という。これは国の国

庫補助という形になっているんですけども、この辺の取り扱い、時期だとかもありますけれど

も、この辺の取り進め方の内容というのを、どのように全て下段にある消費税の引き上げに伴

う部分は商工会に委託しましたよという形で謳ってはいるんですけども、税情報もありますか

らね。その辺どのような形で具体的に進めるのかなと、ちょっとお聞かせ願えればと思うんで

すけれども。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○企画政策課長  

今のご質問の関係でございますけども、委員ご指摘のとおり今回のプレミアム商品券につき

ましては担当の方がご説明させていただいたとおり、いわゆる消費税アップによる低所得者、

子育て世代への限定された商品券の販売ということになりますので、そのご案内だとか色んな

部分の周知等々についても限定した中で、一般町民の方々に勘違いされないように誤解の招か

ないようにとり進めていきたいというふうに思っております。それから後段の方でお話をされ

ていました、事務手続等々についてでありますけども、当然のことながらそれぞれの非課税世

帯の把握だとか、様々な関係がございますので、それらについては町民課、それから保健福祉

課と連携をとりながら、ただいま該当者の事務を進めているところでございます。それらの準

備を整わせていただきまして、実際に購入するところは商工会に商品券を購入できる体制をと

るということでありますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。さらには一般の

プレミアム商品券。毎年１２月頭に販売をしている関係でございますけど、これは全町の消費

拡大というような部分の観点から、今年度も通常通り開催をさせて、実施をさせていただくと

いうことでありまして、国の政策によるプレミアム商品券の販売のスタートが９月の下旬から
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１１月いっぱいというような形になっております。それから清里のプレミアム商品券につきま

しては１２月からということになりますので、その辺のダブりは解消できているのかなという

ふうに思っております。いずれにしても町民の方々にも誤解の招かれないように事業を進めて

まいりたいというふうに思っております。以上です。 

 

○池下委員長  

はい、よろしいですか。他に。はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

前回の委員会の中でも若干触れさせていただきましたが、今回の補正の中では計上されてい

ない事業について、商工振興計画の中でスタンプ事業が今後どのような形の中で総合振興計画

の中で１番やっぱり町民が懸念している部分については、消費の町外流出ということが非常に

大きな問題になっている。さらに加えて今、前中委員から質問があったとおり、１０月から消

費税になっていく。さらにキャッシュレスのポイント還元は１０月から行なわれるという形の

中で、前提としては国の交付金や補助事業がなければ前へ行けないという町のスタンスを今で

も持っているのか、そういった中において、現在どういった段階まで、事業の準備が商工振興

計画の中で商工会とかみ合わせながら進めているのか。非常に懸念するのは、商工振興計画事

態の基本的考え方というのは、やはりこれだけ消費が町外に出ていっている。それに対してか

なりスピード感を持ってしっかりと町民の皆さんの消費マインドが冷え込まない中において流

出を防ぎながら、新しい消費動向を喚起するような仕組みを作っていくということが基本的な

方向性の中にあったと思うですけども、そういったことが６月の中では反映されてないという

ことについては、今かなり慎重に慎重に協議をされているんではないかと思うんですけれども、

今後その辺の具体的な政策の展開に移し替えていく時期だとか見込みだとか、現段階において

商工会とどの程度まで詰められて、その点をなされているのか。それについて具体的な中身に

ついて答弁をお願いしたい。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○企画政策課長  

今、古谷委員おっしゃられたとおり、今回の消費税のアップがなくても、今、非常に町の商

店、商工業者の方々、かなり苦慮されているというような部分がございます。そういった部分

で商工振興計画の中でも、このファミリーカードがシステムダウンによりまして停止された中

で非常に商工振興策の１つの起爆剤としてポイントカードシステムをしっかりやっていこうと

いうことが確立されて、商工会内部でも専門部会をつくって、内容を詰めている最中でござい

ます。町としましても専門部会の方に基本的には入らせていただいて、一緒になって議論を進

めているところでありまして、今どこまで進捗しているかというような部分でございますけど

も、商工会のその専門部会の方から国の補助事業の方に、今、申請手続をまさに行っていると

いうところでございます。中身につきましては、今、古谷委員おっしゃられたとおりキャッシ

ュレス化。それから、さらにはその町の新たなポイントカードシステムの機能の中では、まち
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づくりは地域振興のそういった行政ポイントというような部分も勘案した中での付加機能等々

も含めた形で今、補助事業の申請事務を進めているところでありまして、早い段階で内容につ

きましてスケジュール化につきまして、この６月の定例議会終了後、できるだけ早くできれば

７月の常任委員会には一定程度の説明をさせていただければというふうに思っておりますの

で、ご理解をいただきたいというふうに思っております。 

 

○池下委員長  

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

今の説明でいきますと、すでに商工会としては国に補助金事業、交付金事業を申請している

というふうに理解をしてよろしいんでしょうか。 

 

○池下委員長  

課長どうですか、今の質問。はい、課長。 

 

○企画政策課長  

補助事業の関係につきましては国の方から示されている補助事業が幾つかありますので、そ

ういった部分の中で、まだ申請手続をしていない部分もございますけども、手続きはしている

最中ということで理解をしていただいてもかまわないと思います。 

 

○池下委員長  

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

非常にわかりにくい。しているのか、していないのかという事実関係をまず聞いているだけ

であって。 

 

○企画政策課長  

はい、すみません。申し訳ない。しております。 

 

○池下委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

その曖昧な言い方は、される必要が全くなくて。 

 

○企画政策課長  

失礼しました。 
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○古谷委員  

商工会の立場で申請するのは申請するで当たり前の話であって、しているならしている。し

たがって当然具体的に議会に対しては、どの事業も現段階においても一緒に事務局が入りなが

らやっていると今答弁をいただいたわけですから、具体的にどういった補助メニューに申請を

し、どういった国の補助金を当初から見込み、その２分の１なのか３分の２なのか。さらに事

業者負担は伴うものなのか、一般財源として町がそれに対して支援するという形をですね、当

然想定しながらやっていると思いますけれども、その辺のフレーミングについてはしっかりと

報告した上で、具体的な中身が詰まった段階でこれで決まりましたではなくして、ああいった

形の中で商工振興計画を作りながら、その１番の大きなポイントはその事業であるというのは

明白に、商工会関係者の皆さんの意識だと思いますので、それはこの場でも明らかにですね、

きちんと説明して頂くのがそんな曖昧な言い方ではなくて、しっかりとその辺の経過を含めて

ご答弁願いたいと。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○企画政策課長  

先ほど申し上げましたとおり、なるべく早い段階で今のおっしゃるとおりの部分お話しされ

た部分含めてその補助事業の内容でありますとか、そういった部分含めて早い段階でご説明を

させて頂きたいというふうに思います。 

 

○池下委員長  

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

既に申請しているけれども今の段階では説明できないというふうに理解してよろしいんです

か。または説明する必要がないという、今の段階ではまだそういった時期にいたっていないと

いうふうに理解していいのか。すでに申請行為を行っているのであれば、当然その内容がどう

いったものかというのを明確にすべき事項であって、まだ秘密事項としておさえる必要はない

んじゃないかと。町の補助等も含めて今後、想定される事業であるというふうに私自身は認識

してますし、全体的な支援という形を議会としても受け止めながらやっていくという立場にい

ると思いますので、その辺は明確にもう１度再度答弁をお願いします。 

  

○池下委員長  

今、古谷委員が言っているのは商工会の方で、国に対してそういうふうな事業を提出してい

るのであれば町もそこに当然中へ入って関与しているわけですから、なぜ今の段階で出したも

のを説明できないんですかということなんですが、そこら辺は来月にならないとどうしてもで

きないものなんですか、その辺はどうなんですか。課長。 

 

○企画政策課長  
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今、補助事業関係、先ほど私曖昧な答弁というような感じになったのかもしれませんけれど

も、今、商工会の方で申請を予定している。申請をした。両方補助事業がございます。その補

助事業を今２本の補助事業を今１本は申請をしております。もう１本については今、申請の準

備をしております。というのは、先ほど申し上げましたとおり、国の方ではいろいろな補助事

業メニューを提出されておりまして、商工会としても、町としてもそうですが、財源の部分も

ございますのでしっかりと補助金を担保するというようなことが必要となってきますので、一

方については申請をすでにしている部分もございますし、もう１本については今準備をしてい

る部分もございます。そういった部分で完全に補助金の申請の関係がまだ確立していないとい

う町の部分の判断もございまして、ある程度この補助金２本。今、申請中または申請の準備を

しているというような部分がありますので、そういった部分が今月いっぱいぐらいには両方の

補助事業がどういうふうになっていくのか、まず前段階でどういうふうになっていくのかとい

う部分が判明いたしますので、そういった部分でそれらを明確にしながら、どういった財源充

当含めて中身の部分も含めて常任委員会の方には協議をさせていただきたいというふうに思っ

ておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○池下委員長  

それはあれですか。２本申請しているけども、まだ答えが来ていないということですか。課

長。 

 

○企画政策課長  

もちろんでございまして、今は前段の申請ということになりますので、その２本の申請の関

係について、１本については申請をしておりますし、１本については今、申請の準備をしてい

るということになります。１本既に申請している部分につきましては、かなり採択が厳しいと

いうような部分でありますけども、当然のことながら、やれるものはまずやっていくというよ

うな準備段階をしておりますので、先ほど申し上げましたとおり今月中には、ある程度両方の

申請の内容だとかスケジュール感だとか、そういった部分お伝えできるかなというふうに思っ

ておりますので、ご理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○池下委員長  

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

説明の内容については理解しがたいところがありますけれども、私の立場で言えば、やはり

こういった商工振興計画をきちんとマスタープランを立てながら、しかもですね１０月から消

費税の２％。それでキャッシュレスのポイントサービス。しかも町外の流出に歯止めがかかっ

ていないという状況の中において、さらに先程あったようにプレミア商品券等が今後ですね発

行されていくという。そして１２月にも、また従来型のものもやって行くという一連の時系列

を考えた場合について私の立場で言えば、しっかりその早い段階でスピード感をもってそうい

った事業がしっかりと着地しながら、今言ったような課題が解決されることについて、積極的

に商工会を中心とした取り組みが行われ、町も議会もそれに対して支援していくとその前提に
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立って、決して否定しているわけではなくて、だからしっかりともう少しスピード感を持って

やっていただきたいし、決まる前にこういったレベルまで事業の準備が進んでいるという報告

も適切にしていただきたいし、ましてや交付金事業や補助金事業がないとしても、今やらなけ

ればいけない緊急度が高いとすれば、議会としてもそういったことについてしっかり議論を重

ねていく。そういった形をしていかなければ、決まらなければ補助金や交付金が担保できなけ

れば報告できないとか、難しいだとかというような形、これ昭和時代の行政手法であって令和

になって新しい時代の中にあって、情報を議会と共有しながら、ある一定の弱っている所にし

っかりと支援していくという全体的な姿勢にやっぱり欠けるんじゃないかと。このように感じ

るわけで、その辺についてはしっかりともう１回その事業の進め方、議会に対する情報の開示、

それと議会と一体となって、そういった町の課題を解決していく方向性についてですね、もう

少し違った積極的なオープンな取り組みが必要ではないかと強く感じておりますので、この辺

についてどのように担当課長なり、担当者が考えているのか再度答弁をお願いします。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○企画政策課長  

古谷委員おっしゃる部分は私も全く同じでありまして、できるだけそのスピード感を持って

進めたいという部分の中で、私も担当も商工振興計画のそのポイントカード部会の方に入らせ

ていただいて、どんどん進めましょうという話で、会員さん方も一緒になって取り組みをして

いたとこです。なかなか、じゃあなんで進まないのかという部分でありますけども、要は補助

事業の話をしてはあれかもしれませんけども、その補助事業の中身によって目的が違うという

ことがあります。その補助事業のメニューによっては、観光振興策と結びつけなければならな

いとかですね、観光振興策と結びつけるためには作文じゃありませんけど、どう観光振興策と

ポイントカードシステムや商工振興策をつなげていけば、その補助事業の対象になっていくの

かとか、そういった準備をしている間に、違うようなそのキャッシュレスの補助事業のメニュ

ーが急に申請というか、ご案内が来たり、そういったことでいくと今、古谷委員おっしゃられ

たとおり、どちらかといえば商工振興策でありますから、観光振興策と無理やり繋げるという

よりも、キャッシュレスとかそっちの方が十分に対応可能なのかというか、商工振興策として

必要なのかというような部分がございます。国の方もぎりぎりになって、補助のメニューを次

から次へと出してきているという部分でこのポイントカードシステムの委員会も大変事務局含

めて皆さん苦労されて、じゃあこっちの方がいい、あっちの方がいい。これにしよう。いや待

て、また新しいのがきたという部分で何度となく前段のその委員会での議論を行ったり来たり

している部分も正直ありますけども、要はその中でも中身の本当に商工振興策、清里の商店街、

清里の商店に繋がるよう、さらにはその町の地域振興策も繋げられるのであれば加えられるな

ら加えて行こういうような部分もありますんで、それらを古屋委員おっしゃるように、いち早

くスピーディーにやりたいという願いは行政の事務局としてもそのとおりでありますし、でき

る限り消費税１０％、アップの前にこれらを確立してくと。予算提案をできるだけしたいとい

うふうに思っておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思うのと、最後に古谷委員

の方からおっしゃられました例え補助金の関係が無くてもその辺の部分についても十分に検討
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してまいりたいというふうに思っておりますので、ご理解を頂きたいというふうに思っており

ます。 

 

○池下委員長  

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

総体総論としての理解は十分理解しているつもりですし、事務当局それから商工会自体も非

常に苦労しながら悩みながらなるべく早く前へ進めようという意識でいるということも十分理

解しています。ただ 1 つだけお願いしておきたいのは、今言ったような先に国の補助金交付金

がありきだけでの話なのか。これは１億事業２億事業なら別でしょうけども、せいぜいどのよ

うに考えたって２千万、３千万。せいぜい数千万単位の事業であって、しかも緊急性の高い事

業だということについてもですね、共通認識をお互いに事務当局も商工会も持っているという

ふうに思いますので、その辺についてしっかりとある意味では、その町としても右往左往して、

こういったメニューがあるこういったメニューもある、新しいメニューもきたという形の中で、

どんどんどんどん時間だけが経過していって事実関係としてのそういった町外の流出が止まら

ないという形や、町民の消費マインドが凹んで行くということが１番まずいわけであって、そ

れに対してやっぱりしっかりともう少し町のリーダーシップを誰かがリーダーシップを取らな

ければ、当然商工会の事務局長や経営指導員がどんどんどんどんここ数年変わっていく状態の

中において、商店主そのものの理事がリーダーシップを取りながらやれるかとなったら出来な

いというのも事実であって、そこでやはり行政側がある一定のリーダー長やリーダーシップを

取りながら、そういったものを取りまとめて早い段階において具体的な形にしていくという取

り組みを是非私の立場としてはお願いしたいとこのように考えています。これ以上の質問はい

たしません。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○企画政策課長  

十分に意見として受け賜りたいと思います。いずれにしましてもこの政策が沈むようなこと

のないように。さらにはそのスピード感をもって進められるよう商工会とも連携をしながら進

めてまいりたいと思います。できる限り早い段階で常任委員会等々にも報告させていただきた

いというふうに思いますのでご理解を頂きたいと思います。 

 

○池下委員長  

他、はい。勝又委員。 

 

○勝又委員  

商店街の活性化事業の中で今説明がございましたけど、前回の委員会の中でも新商品の開発

について、今予算としては明確にしていないが取り組んでいきたいみたいな感じの言葉があり
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ましたけど、前回はこの新作とは別に予算をつけていきたいみたいな形の答弁があったような

気がするんですけど、そこら辺について取り組みという部分ではきちっとそれを取り組んでく

れればそれに越したことはないわけですけど、そこら辺もう１度確認したいなと。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○企画政策課長  

今、勝又委員の方からお話をいただきました、その運用の方法でありますけども当然のこと

ながら商品の開発でありますとか農家民泊の関係でありますとか、当然今まで項目として挙げ

ていましたけども、大枠として当然拾っていけるように制度設計しておりますので、その辺は

ご理解いただきたいと思います。 

 

○勝又委員  

よろしくお願いします。もう一点、地域のイベント支援事業の中での産業まつりの関係で、

簡単なこと聞きたいんですけれども、他町村からの参加という部分についてどういう規定の中

で他町村を入れて、過去には他町村から入って、それを地元の産業まつりだというようなこと

で断った経緯も過去にはあったと思うんですね。最近、他町村からも来られている方もいて他

町村の方の協力も得てという形の方針があるのかどうなのか聞きたいと思います。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○企画政策課長  

産業まつりの他町村からの参加ということでありますけども、ご承知のとおりですね、ここ

何年か、他町村からのご参加もいただいています。他町村からご参加をいただくことによって

来客の関係だとか、地元の方々の同じようなメニューの中で、ある意味相乗効果が生まれてい

るのかな、良い傾向かなというふうに思っております。で、どういった方々を入れているのか、

入れちゃ駄目なのかということかなというふうに思うんですけども、基本的に他町村の関係に

ついては、申請をいただきまして清里の商工会の方に確認をさせていただいて例えば小清水の

〇〇商店さんが参加したいんだけれども、どうでしょうかという清里の商工会さんに確認させ

ていただいて清里商工会さんの方で大丈夫でしょうと、特に問題になるようなことはないでし

ょうというような確認をいただければですね、ＯＫしていると。いうようなことでありまして、

なおですね、地元の方々の団体につきましては参加料無料でありますけども、町外者について

は１コマ２千円ということでご案内をしているところでございます。 

 

○勝又委員  

これは他町村へこっちから行く時も、焼酎の関係とか、町が行くという部分についてはどう

なのかな。捉えている部分とかあるの。 
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○池下委員長  

はい、課長。 

 

○企画政策課長  

町として、大きな市だとかですね、そういったところはかなりの額、結構な数万円とか数千

円、５千円とか１万円とかそれ位の。もっと札幌とかそういうところ行けば１コマ何万とかと

捕まえておりますけども、その町々の実行委員会の中で、町としては行っている状況はないん

ですけども、その他の小さなイベントとかの他の町の状況把握しておりません。申し訳ござい

ません。 

 

○勝又委員  

近隣の町村の中での行き来の部分で、１コマ２千円というのが安いのか高いのかちょっとわ

かりませんけども、せめてもやっぱり近隣の部分ではお互いに話し合いながらそういう協力を

求める人との相乗効果を狙ってということであれば、少しでも他町村からそういう意味合いも

含めて、お客さんの入りを目的にするとすれば、話し合いの中でお互いにどのぐらいで決めま

しょうかというようなことの取り組みというのは、今までしたこともない。近隣町村と、いわ

ば出店料の話合いそこらの話はしたことはないんですか。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  

近隣そういった関係機関の方々と、うちが行ったら幾らとか統一をしようとかそういった打

ち合わせ等々については、今までの経緯の中ではしたことがないというふうに聞いております

けどもただ、うちの２千円の設定の関係でありますけども、それが高いか安いかという部分で

ありますけども、産業まつり自体のコマ数もですね、限られております。町内優先ということ

は当然でありますけども、その残りの枠をどう相乗効果も含めた形の中で、ご案内をしていく

かというところでありますけども、ある一定程度、２千円がいいかどうかありますけども、１

つの目安としては、そういった利用料を払って、さらに参加していただいた方が町外から来る

方々もしっかりと責任を持って利用できるんじゃないかという想定の中でさせていただいて、

参加していただく方も何人かの特に聞きますと、お金を払うのは当然というまではいきません

けども、そういった拒むようなそういったことはなく、積極的にそういった支払いをしていた

だいて参加していただいているというような状況というふうに把握をしておりますので、特に

トラブル等はございません。冒頭お話しいただいたとおりですね、管内でそういったどこか行

った時に、来た時に利用料を幾らにするかという協議は今のところしておりません。 

 

○池下委員長  

他に、岡本委員。 

 

○岡本委員  
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５ページのＪＲ関連対策事業なんですけども、内容を教えていただければ。どういうものか。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○企画政策課長  

ＪＲの対策事業につきましては沿線で構想します実行委員会の方に補助をしているものでご

ざいまして、全体事業費が約６００万円ほどあります。その中で、沿線協議会の各市町村負担

金は３００万円、残りの３００万円は、道補助ということです。その３００万円の内訳の清里

町分が３０万円ということでご理解いただければと思います。それで内容でございますけども、

大きく３つに分かれておりまして、釧網本線活用可能性調査事業これが約５００万円、これで

主なものでありますけども中身につきましては、今３０年度実施した内容でありますけども、

ウィラーという民間の会社が入りまして利用調査、さらには実証実験、事業等々を行っており

ます。さらに具体的に言えばですね、釧網本線を例えば２泊３日、９千８００円で乗り放題だ

とか、オプショナルツアーをしながらですね。そういった観光としての可能性調査をやってい

る事業でありますとか、その他には共通経費として、そういった広告宣伝費等々に使っている

というような事業でありまして、冒頭申し上げました大きくはウィラーという会社を使いなが

ら釧網本線を観光という角度から可能性調査、実践実施事業指定ということでご理解を賜りた

い。 

 

○池下委員長  

はい、岡本委員。 

 

○岡本委員  

ウィラーという会社に負担しているという部分の３０万ということになるのか。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○企画政策課長  

全体的にはですね、先ほど申し上げました町として３０万円、他の市町村も含めて全体で沿

線自治体が約３００万円ほど、それに道のお金３００万足して６００万円という事業をつくっ

た中で、そのうち約５００万円をその実証実験事業に費やしているというふうにご理解いただ

きたい。 

 

○池下委員長  

わかりましたか。よろしいですか。 

 

○岡本委員  

わかりました。 
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○池下委員長  

他ありませんか。はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

２款の総務費の１０項総合戦略費総合戦略事業費の清里交流環境ＰＲ事業を具体的に広告料

１００万円とか、交流環境推進業務委託料１２１万とかという補正の中身、具体的な中身や現

時点においてどのように考えているのか、ここ数年そういった形の中で、やって来ているとは

思うんですけど、パターンができ上がってしまっていて、さらに昨年度の予算、国の補助金・

交付金等が出たという形の中で大々的に３月ですか、年度末にテレビ、ＣＭ、中吊りやったの

かな、何か。そういった事業をやってきた、あとは清里１００％のＣＩＰ含めた形のその辺見

てくと例えば去年の事業を見ていくと、年度末の予算消化的な時期にですね、しかも３月の一

番端境期にそういったＰＲ事業をやることのタイミング、補正の予算の関係だとか委託したと

か色んなことあるんでしょうけど、結局適時性とかその効果、商工振興と同じ、スピード感や

適時性やどこにスポットを当てて、マーケットあててやっていくというその辺の感覚的なズレ

みたいなものを私はそう感じるし、さらにもう１つ言わせていただければ清里１００％これは

どれだけ町民の中に浸透して、事業効果として波及性が生じているのかという検証が、現時点

においてどのように行われて今回も同じような課題の中で清里交流環境ＰＲ事業を打ちだしし

ていると思うんですけども、その辺の考え方をもう一回説明を願いたい。前段では具体的に新

しい年度でどのようなことを行うのかって、具体的に提示いただきたいし、さらに今言ったよ

うな効果、評価、そういったものをどのようにですね、事務局当局として捉えていて、今年度

の補正予算として出してきているのか併せて、両方の面からご説明願います。 

 

○企画政策課長  

委員おっしゃるとおりですね、約３年間にわたって、このグリーンツーリズムのあり方、そ

れから実証実験等々を行ってきたわけであります。そういった部分でそれらを引き継ぐべく、

そのグリーンツーリズム事業をさらに実際にお客さんが来てですね、清里の農と観光を繋げる

べくそういった事業をさらに大きくしていこう。実際に、そういう来町者、交流人口を増やし

ていこうという事業でございまして具体的には、ここの一番下に書いてあります委託料につき

ましては、実際にそれをまず大手エージェントに商品化してもらうというような部分の事業で

ございます。さらには広告料につきましても、それらをしっかりと宣伝する。さらには清里全

体をＰＲするということで１００万円を組んでございます。先ほど古谷委員がおっしゃられま

したタイミング的な部分もございますので、そういったことしないように宣伝、ＰＲの時期に

十分注意を払って行っていきたいというふうに思っておりますので、ご理解をいただきたいと

いうふうに思います。さらにその効果等々のお話もありましたが、実証実験等々を行って、あ

る一定の効果、一定の事業は開催できるというようなことになりました。さらに具体的に言い

ますと、いわゆる農家の方々の協力でありますとか、観光協会の事務局的な役割でありますと

か、そういった部分がある程度見えてきまして確立することができましたので、それを実際の

販売として業務委託をしながら、商品としてしっかりと追っていくことを準備をしていくとい

うようなことで、ご理解をいただきたいというふうに思います。 
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○古谷委員  

なかなか難しい表現で、実証実験事業というのは、もの凄く使いやすい言葉で毎年、事業実

証実験事業という具体的に今言ったような、経済、地域経済に波及していく、雇用に波及して

いく形の中で、展開できる形にまとめきってこそ、初めて実証実験事業であってさらに委託を

してきます、調査をしますとか現時点においては、抽象的な評価しかされてませんよね。効果、

農家の方がとか観光協会だとか、具体的にどういった評価を点検されているのかということに

ついては、具体的なそういった今の説明中まで全く出てきてないし、どのような形の中で今年

の実証実験事業を卒業してですね、新たな具体的な事業をどのように展開してくのか、そのた

めの予算だという具体的な説明が全くないきっと掴み予算という形の中で、従来の１００万は

１００万の枠の中で今回と考えていく、委託事業は委託事業でエージェントに委託をしてきま

すというのは何を委託するかのか全くわからないという、こういった掴み予算を作り方という

のは卒業しなくちゃいけない手法論であって、しかも３年間の実証実験事業の中で１千万単位

でお金を投資しているはずなんですよね。そういったことの場合については、より特に補正予

算という形の中の政策予算を提案するんですから、より具体的な何をやるのかとか何に使うの

かという明確な方向性を示して初めて予算があってですね、そのような掴み予算の提案の仕方

というのは本来的の財政のあり方としてはおかしいんではないかと、このように感じますけど

も、その辺についてどのように事務当局としては捉えているのか。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  

中身についてはですね、本当の具体的などういったプログラムという部分がありますので、

そういった部分が必要であればこういった時期にこういった事をやってきますというような部

分が、今ちょっと手元にありませんので必要があれば、お伝えしていきたいと思いますけれど

も、要は今まで実証実験をしてきた中で繰り返しになりますが、実際に商品としてやっていけ

るという事がありますんで、そういった大きなエージェントを使ってですね、清里のＰＲをす

るために実際に商品として売っていく。それを町も農家の方々も、観光協会も一体となって、

協力しながら交流人口の増加も入れていくというような部分が目的ですので、重ねてご了解を

いただきたいというふうに思いますし、それも併せてですね、広告につきましてもより効果が

落ちないようなＰＲをしていくという事でご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○池下委員長  

はい。古谷委員。 

 

○古谷委員  

非常に明確な答弁だったと思うんですけれども普通、予算を提案する段階においては、資料

も含めてどういった具体的な事業を展開するかっていうのは、当然中身を添付して審議資料と

して当然出した上で予算の補正の検証するのが本来であってですね。今後出していけますよと

いうのは、論理的には置いておきますが、これからそういったことがどうなのかって事につい



 

- 19 - 

ても予算の提案のあり方、手法論としてはしっかりと検証していただきたい。それともう１つ、

確認しておきたいんですけれども、商品として新年度具体的な展開をされるという確認でよろ

しいんですね。商品として。しかも、この予算は委託料という形の中でエージェントは委託と

説明がありましたし、直接経費ですから町が主体的になっていくという理解でよろしいんでし

ょうか。商品化されるという前提、それと事業主体はどこなのか。これね、あとで総体的にと

いうことで良いんですけども、特に総合戦略事業費という形の中でマスタープランできた中で

新しい科目ができて、それと商工振興費、観光のお金とか、移住のお金とか、分散されてよく

見えないんですが、全体としてそういった地域をＰＲしていくとか地域振興の中で移住・定住

者を増やしながら、先に一定の歯止めをかけていくとか地域で経済波及効果をもたらすとか、

雇用対策に結びついていける、非常にすべてが分散されて委託事業であったり、補助事業であ

ったり、交付金事業であったり直営事業であったりやはりこの人口が非常に少なくなってきて、

ある意味では１点突破主義で集約しながら戦略的な展開を行っていく。そういった時代に入っ

ていると自分自身は認識しているんですけれども、このように全ての事業が分散し、ある意味

では観光協会あるものは直営、あるものはエージェントを決めた外注事業、だとか、あるもの

は共同事業、あるものは実行委員会事業やはりもう１回、事業の整理をこの際ですね、ある意

味では、国の交付金補助金の関係でそういった予算科目を総合戦略の科目を作らざるを得なか

ったという事実は認めますけども、この時期に入って当然総合計画の予算も計上されているわ

けですけれども、その辺の戦略的な予算の執行のあり方、仕組みの作り方をもう１回ですね、

スクラップアンドビルドして前回の委員会で随分強調されたスクラップアンドビルドとブラッ

シュアップを真剣にやっていただいて、それがより効果的に物事が進んでいく方向性みたいな

ものですね、探っていただかなければ、結局実証実験事業なんら変わらずモデル事業的なもの

をやって、それが商品化という名前だけであって、一過性のものであって、なかなか地域に定

着していかない。なぜこういった話をするかと言うと、例えば普通でいけば商品化して地域雇

用とか経済というのは、粗利考えても、逆に事業やることによって全て持ち出してあってです

ね、そこからイントレスト、利益が地域にもたらさないことばかりやっていても、辛い部分が

あって観光とかＰＲですとか、町のＰＲでこと済む時代ではなくて、具体的な地域に経済効果

と雇用効果がもたらすことによって初めて町民に還元されていくという、そういったスタンス

ですね常に持たなければいけない時代に入っているとこのように認識していますので、今お話

したようなことも含めて現段階でどう捉えているのか再度ご答弁をお願いしたいと思います。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○企画政策課長  

今、古谷委員おっしゃられた部分は、古谷委員のご意見として、参酌していきたいというふ

うに思いますけども、町としましても先ほどスクラップアンドビルドというような言葉も出ま

したけれども、町としましても今までの事業展開といいますか、組織づくりといいますか、そ

れらを全て全く１００％同じようにしているわけでなくて、分けれるものは分けた方がやり方

としては良い、組み合わせるものはというような部分も当然のことながらその中で議論、検討

した中で、今に至っているのかなと、それでも古谷委員おっしゃられるような、まだまだとい
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うような部分のご意見かなというようなことがありますんで、それは今おっしゃられたように

意見として十分に参酌をしていきたいというふうに思っております。そういった中で、今回の

情報交流、ＰＲ事業につきましては、この仕組みの中で商品化をしてですね、しっかりと売っ

ていくというような部分でありますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○池下委員長  

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

意見として聞いてもらうのは当たり前の話であって、具体的な商品化自体の資料が提示され

ないで、何を商品化するのか自体見えない中での予算化でしょ。商品化自体を委託するってい

う理解で良いの。今でも３ヶ年の実証実験事業の成果を踏まえて具体的に言えば、昨年度の末

において具体的なそういった検証が行われて、具体的な方向性が確認されてそして、ある一定

の方向性などで委託事業がなされるわけで、当然の事業の流れであって、そういった中じゃな

くて、これからさらに、もう一回反省評価をこれから行って、さらに第三者エージェントに委

託をしていくといった理解なのか、そこを再度ご答弁願いたい。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  

他の事業関係もそうであるように、ある程度資料につきましては常任委員会で提出させてい

ただく資料、それぞれに出させていただく資料という部分がありますので一つ一つのですね、

百何十事業ある事業の中ですね、その一つ一つの事業のどれだけ細かい資料を一緒に提出する

かというのは、なかなか難しい部分があるのかなというふうに思いますけども、必要があれば

提出することもやぶさかでないのかなというふうに思っております。後段お話をいただいた部

分につきましては、何度も繰り返しになりますけれども、そういった反省評価も踏まえた中で

の商品化事業ということでありますから、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○池下委員長  

私の方から、一言お聞きたいしたいのですが。３年間で大体１千万位、お金を出しているわ

けなんですが、今回も委託料が１２０万。それから広告費が１００万ということで非常に大き

な金額を出すわけなんですが、これらについて企画政策がよそに委託をして、そういうふうに

やるってことは私は企画政策課というのは自分たちで企画をして、それでまちづくりをしてい

くのがというふうに思うんですが、そこら辺に関して１２０万と１００万とかっていう金額を

３年間で、５００万も６００万も増えていく。そしてその成果が見えない。今回清里１００％

の効果っていうことで、古谷議員の方からも話がありましたけども、実際的に関わっている人

間は、清里１００％ってわかりますけれども、町民にどれだけ浸透してきたのか、そして広告

料に関してもですね、余り見えないところの時間帯でやっているような部分、あまり清里の町

民で話題にならないですよ、正直。そこら辺を踏まえてですね、しっかりとやはり町として目
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に見えるような、そういったＰＲの仕方、お金の使い方をしていかないと何年たってもお金だ

けただ使うということにはならないというふうに思います。そこへ十分にこれからも考えた上

で進めていっていただきたいというふうに私は思います。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  

池下委員長、古谷議員からもお話ありまして、できるだけ今後わかりやすく内容につきまし

て、説明できるように努力をしてまいりたいと思います。さらにはその１００％の浸透の関係

でございますけども昨年、年度末に１００％の町民に周知が足りないと、内容がわかりづらい

というような部分がございましたので、そういった部分の説明会的なですね、セミナーをやら

せていただいて、高校生や中学生も含めた中で１００％、どうして清里１００％があるんだと

いうような部分をですね、説明をしていただいてその参加していただいた中には、理解をいた

だいた部分がありますけども、当然のことながら参加していただけなかった方々も多くいらっ

しゃいますので、広報につきましては広報等につきましても随時、周知をしながら浸透を図っ

ているところでありまして、小さなミニ特集といいますか、そういった項目も設けながらです

ね、ＰＲをしてるとこでありますけども、ご承知のような指摘もありますので、さらにＰＲに

つきましても色んな検討をしてまいりたいというふうに思っておりますので、ご理解をいただ

きたいというふうに思います。 

 

○池下委員長  

堀川委員。 

 

○堀川副委員長  

この事業というのは、継続していくのが大事な事業だと思うんですね。結果が出たのかとい

う言い方をされれば、なかなか結果というものが、評価されるだけの結果は出て来ていないの

かもしれないですけども、自分としては、まだまだ発展途上事業として種は沢山蒔かれたんだ

ろうというふうに、自分も多少関わっていますから、そういうイメージは持っているんですよ

ね。体験観光にしても何か商品になったのかということですけども商品として動き出している

ものもありますし、これから商品化として非常に期待のできるものもメニューの中ではあるの

で、その何が下手なのかと言ったら、町民の皆さんに対するＰＲという部分がやっぱり欠けて

いるのかなというイメージを持ちますけど、それは清里１００％事業に対しても同じで、発展

途上事業だと思うんですよね。これから清里１００％が町民の中に浸透していって、ツールを

町民みんなが、商店が、企業が、使っていけるようにっていう狙いで、たくさんの種が蒔かれ

たと思うので、その部分は継続事業として評価していくべきなんだなと思いますし、責任とし

て、町民の皆さんにもっとしっかりとしたＰＲは必要だという事は、原課の方でもしっかり受

け止めてもらって継続的に評価できるような、わかってもらえるような事業として進めていた

だきたいと思います。 
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○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  

今、堀川副委員長おっしゃられたように、やっぱり住民の方の理解ということがやっぱり必

要かなというふうに一部の方の理解や議員各位だけの理解ではなくて住民の方の理解というの

が当然のことながら必要なのかなというふうに思っておりますので、そういった部分できるだ

け色んな形でＰＲすると同時に努力をしてまいりたいというふうに思っております。 

 

○池下委員長  

ほかに、一般会計補正予算の関係で何か質問があれば。古谷委員。 

 

○古谷委員 

確認なんですけど、例の観光地整備事業の関係で並行しながら神の子池に浮かぶ道道の停車

帯の林道だけの整備ではなくして、そういった総合的にしっかりとした、対策をとらなければ、

総合的な機能を果たしていかないという形で、捉えているんですけども、道とのもうちょっと

停車帯と駐車帯・停車帯等の設置について交通安全対策も当然特に冬期間における路肩駐車も

含めた部分でされてると思うんですけれども、そこは具体的にですね、この町の整備計画と並

行しながらどこまで今、道との協議が進んでいるのかなとその見込みがどの程度立っているの

か、ということについて１つお話を伺いたい。これが１点目。それと２点目、今回の整備計画

の中で環境調査もされると思うんですけれども、されたのかな、された結果なのかな。で外来

性植物がもの凄く具体的に言うとセイタカアワダチソウだとか、車両が通行することによって

繁茂することも事実。それに対する除去だとかそういったこととかですね、植生回復ってもの

を今回の事業の中できちんと織り込んでいるのかどうなのか、ということも含めてその辺の対

策をどう考えているのかというのは、国立公園の編入によって川湯、弟子屈、阿寒川、非常に

環境対策をもう全面的に、逆に交通規制をかけたりというのが色んな形で進めているとこで、

その辺の温度差がやはり生じてくるっていうのは非常に難しい部分があると思うので、対策も

含めた現時点における整備計画にどのように盛り込まれているのか、計画書を見ても調査をや

ったみたいな形で表現されていますけど、具体的なそれに対する対策というのは余り具体的に

出てなかったというような気がしておりますので、今の２点について現時点でどうお考えかお

示しいただきたい。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○企画政策課長  

まず１件目の道道の駐車帯の関係でございますけども古谷委員おっしゃるとおり、道道とし

ては、まず道路の担当課でやるものですから、当然のことながら対策としては交通安全対策と、

いうような観点でやられるというふうに聞いておりますし、いつやるんだということでありま

すけども、道としましては、できる限り今年度中にですね、用地を買収してやるような事業で
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はなく、道道の敷地内の中でぎりぎりまで道路を出して、いわゆる駐車帯いわゆる道路を停め

られる駐車場ではなく駐車帯、停車帯というようなイメージの中でつくるものですから、そう

いった部分の中では何とか今年度中に事業ができればというところまで話をこぎつけておりま

すけども、今年度中に事業を実施していただけるかは、確信はしておりませんけども、そのよ

うに道に対しても引き続き要望をしている最中でございます。それから外来種等々の調査事業

でありますけども、当初予算で予算計上しておりまして、夏と秋にこれらの調査について実施

をするというふうに聞いております。 

 

○池下委員長  

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

道道の停車帯・駐車帯の問題は非常に大きな課題としてずっと尽力してきた問題であって、

できるだけ町長を中心にしながら議長等含めながら、道に要請行為をしっかりしていく中で、

この計画と同時並行的に、整備されるように積極的な働きかけをお願いしたいと思います。そ

れと２点目の関係については、当初予算の関係で調査されるということで、当然調査されるわ

けですから、課題があれば今後の予算の中、整備計画の中において物を作るだけではなくして、

保全という環境保全を観点にたって、価値の高い観光資源として永続的に保全管理を行うとと

もに地域振興に資する、そういったパーマネントな考え方を持ってですね、丁寧にその辺は是

非取り組みをお願いしたいと思っております。以上です。 

 

○池下委員長    

はい、課長。 

 

○企画政策課長 

今、古谷委員のお話のとおりですね。このいわゆる神の子池、園地関係の整備につきまして

は当然のことながらトイレ等々の整備、物的にはありますけども基本的な目的については周辺

の保全と、環境を守るというような部分が一番の目的ビジョンにありますから、それを十分に

配慮しながら事業を進めてまいりたいと思います。 

 

○池下委員長  

他にありませんか。なければ３番のＪＲの釧網本線の対応について。 

 

○池下委員長  

はい、担当。 

 

○まちづくりＧ主査  

それでは私の方から③のＪＲ釧網本線の対応について説明をさせていただきたいと思いま

す。企画政策課の９ページ以降となります。新聞等でご存じかと思いますが、経緯の説明をさ

せていただきます。まず平成２８年１１月にＪＲ北海道が維持困難な線区といたしまして、８
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線区が公表されております。ＪＲ釧網本線もその線区の一つに挙げられてございます。ＪＲ北

海道は鉄路を維持していくために、維持可能な交通体系について各地域と協議を実施いたしま

して北海道は各地域の協議を踏まえた形で平成３０年に北海道交通政策総合指針というものを

定めております。同時期に釧網線におきましては釧網線沿線、あとは関係地域によるＪＲ釧網

本線維持活性化沿線協議会というものが設置をされてございます。利用促進についてＪＲ北海

道や北海道、沿線自治体で協議を行ってまいりました。このような中、昨年７月にＪＲ北海道

に国の方から経営改善についての監督命令が発出をされてございます。監督命令の中身につき

ましては、ＪＲ北海道が地域と一体となって利用促進や経費削減に取り組み、持続的な鉄道網

の確立に向けまして二次構想を決めたあるべき交通体系について徹底的に検討を求めるもので

ございました。この監督命令に基づきまして、令和元年度及び令和２年度までを第一期集中改

革期間といたしまして、ＪＲ北海道と沿線協議会による検討に基づき、利用促進やコストの削

減に向けましてアクションプランの策定が行われてございます。この概要が固まったところで

ございます。なお、アクションプランにつきましてはＪＲ北海道のみながらず北海道や、市町

村、沿線の地域も連携をして取り組んでいくものとなります。 

それでは、アクションプランの概要についてご説明いたします。９ページをご覧ください。

アクションプランにつきましてはＪＲの徹底した経営努力、まずこちらを前提といたしまして

鉄路を持続的に維持する仕組みを構築するために先ほどから申し上げております利用促進やコ

ストの削減を目的といたしまして、ＪＲと地域が協力をしながら国からの監督命令で示された

周知改革期間に具体的に取り組む内容を記載したものとなります。表につきましては、アクシ

ョンプランの構成を示したものでございます。こちら概要となります。正式なものにつきまし

ては、もっと多くの取り組みが記載されることになっております。アクションプランは先ほど

からご説明のとおり、利用促進と経費節減の部分から構成をされております。項目ごとに具体

的な取り組み内容が記載をされまして、それぞれの自治体、事業所、地域で実施可能または実

施を検討している事項が記載されるものとなっております。こちらの表の部分の右の具体的取

り組みの例の部分でございます。こちらが釧網本線において実施が検討されている事項となっ

てございます。例えばＪＲ北海道による駅舎の整備改修、他の交通機関への接続を意識したダ

イヤ改正の取り組み、または観光列車の運行、駅舎等に運行情報を提供の自立、市町村におい

ては駅舎に観光案内所、食堂売店等の設置、駅舎の清掃等の取り組みが行なわれる予定でござ

います。その他、大阪に本社がございます。ウィラー株式会社と連携をいたしまして観光鉄道

としての利用促進のほか、観光地への二次交通の整備等も取り組みとして挙げられてございま

す。清里町につきましては清里町の取り組みにつきましては、花の駅調査事業などの駅舎の環

境美化、ＪＲを利用する高校生に対する定期券の助成等の取り組みが記載をされることとなっ

てございます。アクションプランにつきましては必要に応じまして随時追加されるものとなっ

てございまして、関係各省と協議をしながら釧網線の利用促進を図っていく形となります。 

続きましてＪＲ北海道に対する北海道と市町村による財政支援でございます。こちらは臨時

的、緊急的な措置でございまして北海道と沿線の自治体あわせて２年間で４億程度、単年度で

２億円程度の財政支援を実施するものでございます。１０ページをご覧ください。こちら、Ｊ

Ｒ北海道に対する支援の概要で載せさせていただいております。維持困難線区とされておりま

す８線区におきまして、ＪＲ北海道が実施する円滑な運行の確保、利便性の向上に資する設備

投資等に充てられることとなっております。例として挙げられておりますのは、駅の案内機能
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の強化、駅施設の整備、線路の除雪を行う車両の更新といった部分が今のところ挙げられてご

ざいます。表をご覧いただきたいんですけれども、総額２億円程度となっておりますものの内、

負担割合は北海道が７割、沿線市町村が３割となっております。このうち釧網本線の地方負担

額は９００万円程度となってございまして、失礼しました。その前に維持困難線区８線区の市

町村の負担が６千万円程度となってございます。そのうち釧網線につきましては、９００万円

程度各市町村の負担におきましては人口割財政力指数といった割合で算定をされておりまし

て、清里町につきましては１００万円程度の負担となる見込みでございます。支援の仕方でご

ざいますが、まず、単年度２億円が北海道からＪＲ北海道に対する交付金として交付をされま

して年度末のＪＲ北海道から実績報告をこちらをもちまして、負担額市町村負担額を確定いた

しまして市町村は翌４月に北海道に納付するという形となります。財源等に対するスケジュー

ルでございますが、本６月中旬程度行われます道議会におきまして支援に係る補正予算が成立

をされた後、沿線市町村におきましては、９月定例会に補正予算での予算組みをすることが予

定をされております。詳細を含めまして委員会の方には後日、ご提案をさせていただくことと

なります。私の方から以上です。 

 

○池下委員長  

今担当の方よりＪＲ釧網本線対応についてということで説明がありました。何かご質問があ

れば。よろしいですか。それでは、企画政策課全般を通して何か質問があれば。はい、課長。 

 

○企画政策課長  

時間を押している中、大変申し訳ありません。議題には載っていませんが、ＪＲの促進策と

いうことで、このウィラーの方から町に今色々な事業をやっているわけですけども、そのうち

の１つとして清里にそういったモビリティーを置いてですね、これも実証実験、また実証実験

という言葉を使って大変申し訳ありませんけども、そういった事業もやっていきたいというこ

ともありますので、担当の水尾の方から簡単にご説明をさせていただきたいと思います。 

 

○池下委員長  

はい、担当。 

 

○まちづくりＧ総括主査  

私の方からＪＲ釧網本線の対応に関する情報提供につきまして、ご説明を申し上げます。今

お配りさせていただきました新しいモビリティー投入で、今までの交通だけでは行けなかった

場所のカバーとタイトルのついた資料をご覧ください。沿線自治体等において組織しておりま

す。ＪＲ釧網本線維持活性化委員会が、釧網本線の利用促進を目指して行う事業の受託事業者

でございますウィラー株式会社に過日ＪＲ釧網本線の利用促進と、緑地域において新たな交通

手段を模索するためトヨタ自動車が開発いたしました開発及びタイアップを行っております電

気超小型モビリティーである i-Road を緑の湯に設置をしないかということで打診を受けまし

た。本町といたしましても主要観光地が緑地域に多くある中、緑駅から神の子池やさくらの滝

へのアクセス手段がない等、課題に対する解決手法及びＪＲ利用促進策の１つとして捕まえま

して緑の湯を運営する株式会社ヴェルデと連携した中、i-Road のサービス利用の開始を図るも



 

- 26 - 

のでございます。i-Roadの利用に係る商品販売はウィラー株式会社、こちらの方が行うことに

なりまして、株式会社ヴェルデにおきましては i-Road の貸出や管理等の業務を受託すること

となります。利用につきましてはウィラー株式会社が販売するＪＲ釧網本線が、３～４日間乗

り放題となります。東北海道ネイチャーパスのオプションとして販売されることとなります。

よって今年度につきましては、緑の湯の方へ飛び込みでレンタルを求められても貸し出すこと

はできない仕組みとなっているところでございます。本年度の事業期間といたしましては、７

月から１０月を予定しているところでございます。これらの管理運用にあたりましてはウィラ

ー、ヴェルデ、町において連携を図り適正な対応にあたるとともに、緑の湯の備品等の整理、

管理を行いながら保管する場所を確保するため、倉庫等のリースなどを行いながら適正管理に

努めてまいりたいと思います。以上で説明終わります。 

 

○池下委員長  

今、担当の方より説明ありましたけれども、何かありますか。はい、前中委員。 

 

○前中委員  

i-Road ってどのようなもの。 

 

○企画政策課長  

いわゆる電気自動車という理解をしていただければいいのかなと。ですから自動車の免許証

を持っていないと運転できないということでありまして、一人乗りと二人乗りがあるみたいで

ありますけども、今のところ緑の湯に配置されるのは、一人乗りが２台、今のところ配置。も

しかしたら少し増えるかもしれませんけども、２台は配置できるというふうに聞いております。 

 

○前中委員  

ちょっと関連なんで緑駅の横にあるトイレの関係、この維持管理になるんだけど冬期間閉鎖

されているんだけど。こういう１０月までだけども今後その辺の絡みも。なかなか使えない。

１０月でも多くしばれる時もあるという緑の方が意見があって、通年で使えるような状況にし

て欲しいっていう観光でおりている人の話もあったと聞いておりますけども、ここら辺の町と

してはしっかり押さえているのかな、このトイレに関して。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  

緑駅前のトイレの利用期間でありますけども、話としては通年でやっていただきたいという

ことは情報として聞いておりますけども、その利用頻度の部分もありますし、それから当然の

ことながら、今のその状態の中でそういった通年の部分ができるかどうかというような、設備

の関係もありますし、当然のことながらコストといいますか、経費の関係もございますのでそ

ういった部分をトータル的に考えると、見送りさせていただきたいということでここ一、二年

はそういった対応をさせていただいたというとこでありますけども、そういった意見があると
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いうことは伺っておりますので、今後とも検討はしてまいりたいというふうに思います。 

 

○池下委員長  

はい、古谷委員。 

 

○企画政策課長  

今、前中委員からお話あったとおり、緑の駅前のトイレは私も緑の何人の方から強く聞いて

おります。というのはやっぱり、なかなか今おっしゃったように、どれだけの利用率があるの

か、管理の今の施設の状況じゃなかなかできない現実もあるかと思うんですけれども、ただ観

光とか地域生活のベースの部分、トイレというのはどうしてもなってきて今回の神の子池もそ

うでしょうし、やっぱりこのインフラの中でどれがベースになるのか、一つ一つ丁寧にやって

いかないと、あるところはやりますよ、あるところはできませんよとか、その辺のバランスも

含めてですね、今すぐとは言いませんが、緑地区から活性化計画だとか色んな部分が出てきて

いる中において、そのインフラのどの部分をどのように形の中でしっかりとして維持管理し、

しかもその辺生活だとか地域振興上、利便性を高めていくかということが、かなり最低限のミ

ニマムがやらざるを得ないところがあるのかな、特にトイレというのは当たり前の話であって、

その辺は今言ったような色んな課題はありましょうが、やはりしっかりとした一つ一つ丁寧に

やることによって地域のイメージが変わっていくというですね、寂びれた緑町なぜ活性化する

んだという。逆にこれ以上活性化の具体的戦略はあるのだろうかというぐらい、皆さん悩みな

がら地域の方はやっていると思うんですけども、同じようにやはり最低限のインフラのミニマ

ムをどこにおくかという考え方をもう１回点検していただいて、ある一定の方向性を早く出し

ていただきたいとこのようにお願いをしたいと思います。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  

今、古谷議員おっしゃられたとおりだと思うんですよね。ここはやって、ここはやらないと

かということの部分もありますし、逆に言うと、緑の活性化。今まさにやっている部分だから

緑だけでもというような部分もありますので、そう言った総体的なバランス。清里の駅前にあ

る外のトイレも冬期間はやっておりませんので、清里はやらないで緑だけやるのかというな部

分もありますし、ただ活性化だからっていうような部分もありますし、観光の拠点というよう

な部分もあります。色んなどこでバランスをとるのかというような部分も古谷議員おっしゃら

れたとおり、あるのかなと思います。それらをしっかりと調整しながら当然のことながら経費

の部分や設備の部分がありますので、それらを勘案して検討してまいらないといけないのかな

というふうに思いますので、それらについても観光やそういった交流人口、さらには緑振興の

部分も含めて検討してまいりたいというふうに思います。 

 

○池下委員長  

今のそのことですけれども検討するということは、早期に回答を出していただきたいという
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ふうに思いますが。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  

検討ですから申し訳ないですけれども、実施ということではなくて、まず可能性としてどう

なのかという部分がありますので、そういった部分を含めて考えていかなければならないかな

というふうに思いますので、やるかやらないかの回答ではなくて、それらについてはもう少し

時間をかけて、そういったことができるかどうかというのを提案した方が良いのかなというふ

うに思いますので、これらについては少し、まずできるかどうかの可能性の部分も含めてしば

らくちょっと時間をいただければというふうに思います。 

 

○池下委員長  

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

感じた事で今お話した部分で緑の活性化計画の関係、昨年度の予算の中である一定の方向の

調査をやったり検討してきたりした。そして３月末に１回緑の方ですね、協議会の方から町に

対して報告が１回目の中間的な、アウトラインの報告があったというふうに聞いているんです

けれども具体的に議会の方に委員長、提示されているのか。それともまだ今後なんらかの形の

中で町と協議しながらその辺の受け皿や準備を進めて行くのか。全くまだ議会に対しては、そ

の３月までにあった中間的な報告の点について事務的にもされていないのか。それについて確

認を委員長の立場でお願いしたいと思います。 

 

○池下委員長  

私の感じでは、今までそういった具体的な報告はないかなというふうに思っているんですが、

今後どういうふうに考えて具体的な内容を、いつ議会に対して説明するのか。課長、今答えら

れれば。 

 

○企画政策課長  

答えます。緑の振興の関係でありますけども、我々、事務局も必ずそのプロジェクトの会議

には参加をさせていただいております。さらにはご案内のとおり、地域おこし協力隊が事務局

的な立場を担って、それを取りまとめながら進めているというようなことになってございます。

具体的には補正予算でも組ませていただいたとおり、事務的な経費並びに１度同じようなタイ

プの地域にお邪魔して、状況視察もしているところでございます。そういったことを含めて緑

の地域活性化、どういうふうに進めればいいのかということで大きくは２つの案に分けて協議

を進めているところでございます。１つが地域、住民のための地域振興策。それからもう１つ

は移住定住を含めた観光も含めた交流人口増を狙った地域振興策。そういった部分で、今議論

をしているところでありますけども、その素案がなかなかまとまらない状況であります。素案
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がまとまり次第、議会常任委員会等で報告をさせていただきたいというふうに思いますけども、

一時農繁期等々にありまして休んでいる時期もありましたけども、また改めてある程度の一定

方向をなるべく早い段階で出して、それらをまた議会の方にも報告をさせていただきたいとい

うふうに思っております。少しちょっと時間がかかっておりまして申し訳ない部分もあります

けども、これらについては一人一人の住民の意見を聞き入れながら、それぞれのプロジェクト

委員のメンバーが真剣な議論をしているということでご理解を賜りたいというふうに思いま

す。 

 

○池下委員長  

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

したがって３月末にぎりぎりで、年度末に町に対して協議会の方から報告があったというの

は、それは中間的な経過報告。私見た感じでは、たまたま支所へ行ったら１ペーパーか２ペー

パーで今お話あった２つの考え方をまとめた部分でデザインされた物がプリントとして提示さ

れた、何か作っていたというふうに理解していますけれども、それは町に提出はされてない。

口頭でしか現段階では委員会に対して報告をするような内容はないというふうに理解してよろ

しいのでしょうか。それとも今の段階ではまだ熟度が低いからしっかりもう少し中間報告的な

ものにまとめ上げた段階で報告するという、そういった意味合いなのかその辺を確認させてい

ただきたいと思います。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  

いわゆる地域おこし協力隊が事務局としてやっているわけですけれども、地域おこし協力隊

の事務レベルの中では、そういったある程度こういった形で進めていきたいというような部分

がありますけども、町としましてはまだ実際にやって行こうと、地域としての案としてはある

のかもわかりませんけど、町としてその方向で、町もプロジェクトもそこでいきましょうとい

う案にまで至ってないというところは、ご理解をいただきたいというふうに思いますし、古谷

委員が見られたその案につきましても、実はもう一度やっぱり見直しをかけなければならない

という意見もあります。ちょっと私、そのペーパーを見ていないわけでありますけども、そう

いった部分で多少、右往左往と言いますか、前後している部分がありますので、ある程度その

方向性でいこうというプロジェクトの総意では無い、今の結論ではないということの経過発表

かなというふうにご理解をいただきたいという風に思います。 

 

○池下委員長  

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  
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最後にしますけども、その事務局、地域おこし協力隊云々というお話で表現をされているん

ですけれども、最終的な事業計画ないし、計画の責任を負う所はどこなのかという明確なです

ね、その地域おこし協力隊がその能力と責任を持てる個人的にどうのこうのじゃないですよ。

そういった位置づけなのか。地域おこし協力隊はあくまでもサブでしょう。どこがやはりしっ

かりと地域、そして町、地域振興計画全てそうです。商工振興計画もそうですし、色んな観光

振興計画もそうですけれども、これだけ人材だとかマンパワー、それからお金の関係、情報の

関係と言った時にですね、それが担うだけの能力がない、力がない所に仕組みの中に全部押し

込んでいったんじゃ、今言ったようにみんなの総意がない、結論ではないという堂々巡りをや

って行って、どんどんどんどん先送りされていって、喫緊的な課題が解決されず置き去りにさ

れていくということも、当然懸念されるわけであって、もう１度の町の立ち位置、スタンスみ

たいなものを明確にして、町が責任を持ってそれに関わっていくんだということを明確に明言

して行かなければいけないと私自身はそう感じますが、その辺についてどのような考え方を今

現段階においては町の役割責任というものを、どのように認識しながらその協力隊の活用の手

法論も含めて、担当としての見解をお示しいただけないでしょうか。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○企画政策課長  

古谷委員、おっしゃるとおりであります。要は最終的な責任というかこの事業でいきましょ

うという部分につきましては、町の方の責任、町の方の主導という部分がかなり強くなってく

るというか、町の方がやっぱり最終的にゴーサインを出す時が来るのかなと。実際には住民の

方やプロジェクトの方が実際に動いていく活動していくということもあろうかなというふうに

思いますけども、財源的な等々も含めて町がしっかり責任を取るというような部分がございま

す。地域おこし協力隊についてはプロジェクトの議論をまとめたり進行役をしたり協力隊とし

ての意見を述べたりというような部分でありまして、まだそこには至っていないということで、

今回のまだ常任委員会等々での報告はしていないと先程申し上げましたとおり、町長への報告

につきましては経過報告ということでご理解をいただきたいというふうに思います。いずれに

しましても緑の活性化事業につきましては町の責任をしっかりと捕まえながらこの事もプロジ

ェクトの事業の中身について内容を詰めていきたいというふうに思っております。 

 

○池下委員長  

この事業については昨年来から地域協力隊を含め、推し進めているわけなんですが、今だに

もう１年になりますけれども、具体的な案件が全然出てきておりませんので、今古谷委員がお

っしゃられたとおり、やはりお金の問題もありますけども町が主体となってやるということは

はっきりしているわけですから、いつまでも時間をかけないで、ある程度の具体案というもの

を出していただかないと進まないというふうに私も思いますけれども。そこら辺十分ですね、

もうそんなに時間をかけられていけないのかなという状況にもなっていますので。緊張感を持

ってやっていただきたいというに思います。他に何か。よろしいですか。それでは企画政策課

これで終わりたいというふうに思います。ご苦労様でした。１１時５分まで休憩します。 
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休憩 午前 １０時 55分 

再開 午前 １１時 ５分 

 

○池下委員長  

それでは引き続き、消防清里分署案件１件ありますので、はい、課長。 

 

○消防分署長  

それでは消防から、委員会の議題を進める前に、前回の委員会において古谷委員の方からご

質問のありました６月２５日開催予定の斜里岳山岳救助合同訓練に遭対協、いわゆる山岳会が

入っていない理由なのかなと思います。内容についてご説明をさせていただきます。まず斜里

岳で発生した山岳救助につきましては網走地方山岳遭難防止対策協議会斜里支部の構成団体で

あります、斜里警察署、斜里地区消防組合、斜里山岳会などによる救助と位置づけられており

ますが、斜里山岳救助を担う、斜里警察署から斜里山岳会に対する出動要請というのは遭難者

の居場所が特定できない場合や捜索活動が２日から３日にも及ぶ長期化が見込まれる場合に要

請する。こういうふうに両者の間で調整がなされております。今回実施予定の訓練と申します

のは、要救助者の居場所が特定し通報により一刻も早い防災ヘリによる救助と救急搬送の事案

といたしまして、防災ヘリの出動要請と、ホイスト救助から救急搬送までの一連の手順と活動

内容の確認をすること。また山岳救助におきましては斜里警察署、山岳救助隊との連携が必要

となりますので、お互いの地上救助隊の活動内容の確認を行います。今回の訓練につきまして

は前段申し上げましたとおり、消防職員による消防無線を通じた要救助者を救助する訓練であ

りまして、行方不明者を捜索する訓練ではないということで、遭対協に加盟している斜里山岳

会の連携による訓練とはならないというところで整理がなされております。以上報告に返させ

ていただきます。 

 

○古谷委員  

いいですよ。 

 

○池下委員長  

よろしいですか。 

 

○古谷委員  

はい、了解しました。 

 

○池下委員長  

それでは清里分署所管分の説明をよろしくお願いします。はい、署長。 

 

○消防分署長  

消防署清里分署からの提出議題であります、令和元年度一般会計補正予算、清里分署所管分

につきまして、担当する係長より説明させていただきます。 
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○池下委員長  

はい、担当。 

 

○庶務係長  

６月定例議会に提案いたします、令和元年度一般会計補正予算清里分署所管分につきまして

ご説明いたしますので、１ページをお開き願います。８款消防費、１項消防費、１目消防費の

斜里地区消防組合清里分署負担金事業につきまして、臨時的政策的事業等の実施に伴い増額す

るもので、事業費合計で１千８４４万２千円を増額補正するものです。財源は一般財源となり

ます。詳細につきましては、後程次ページ以降の斜里地区消防組合清里分署会計の補正予算概

要により事業別にご説明させていただきますので、ここでは各負担金による支出科目の概要の

みご説明いたします。 

はじめに、常備消防費負担金、臨時費につきましては普通旅費の１２２万４千円から器具購

入費の２８０万６千円まで、記載のとおり小計で９２２万９千円の増額となります。次に非常

備消防費負担金（経常費）につきましては分遣所維持管理業務に係る経費の予算科目を構成す

るもので負担金の増減はございません。次に非常備消防費負担金（臨時費）につきましては、

消耗品費の２８９万６千円と器具購入費の４８万７千円の小計で３３８万３千円の増額となり

ます。次に消防施設費負担金（臨時費）につきましては消防署清里分署事務室改修工事の４６

９万円と器具購入費の１１４万円の小計で５８３万円の増額となります。以上、各負担金の内

訳で合計１千８４４万２千円の増額となります。 

続きまして、各事業別の内容につきましてご説明いたしますので２ページをお開き願います。

２ページから４ページまで斜里地区消防組合清里分署会計の補正予算概要となりますので、こ

ちらで各事業の内容を順に説明いたします。初めに、２款消防費、３項常備消防費、３目清里

分署費の消防職員研修事業につきましては北海道消防学校初任教育の入校費用として本年度新

規採用職員２名分の１２２万４千円を普通旅費で計上しております。次に消防職員貸与品購入

事業につきましては消防職員の被服等貸与品の更新・整備を行うもので防寒アノラック１４着

の更新費用９１万１千６８０円と、黒タンカ１４足の更新費用１９万４千４０円。副町長用貸

与品の購入費用１８万７０円の計１２８万６千円を消耗品費で計上しております。次に救助用

資器材整備事業につきましては消防４号車積載救助器具の点検整備更新を行うもので、消耗品

費でエンジンカッター替刃の購入費用１６万５千円。手数料で油圧救助器具点検グリスアップ

費用８万３千円。器具購入費でマット型空気ジャッキ一式の更新費用１０４万５千円と指導式

ジャッキ２台の購入費用４１万２千円の事業費計１７０万５千円を計上しております。次に消

防職員用資器材更新事業につきましては消防職員が各種災害現場へ携行、装備する資器材の追

加対応、更新整備するもので消耗品費で山岳救助用ゴーグル８個の購入費用９万８千円と、水

難救助用ギア一式の購入費用４１万３千円。器具購入費で、山岳救助用背負い式レスキューハ

ーネス１１万６千円。ドライスーツ３着３６万３千円の事業費計９９万円を計上しております。

次に消防車両機器整備事業につきましては、各種災害現場において二次災害を防止し、隊員及

び周囲の安全確保を行うために可燃性ガスや酸素濃度等を測定するガス検知器の定期点検手数

料として７万２千円を計上しております。次に、消防車両維持管理事業につきましては消防３

号車の改修により過積載状態を是正するもので、資機材積載装置の改修と車両ホイールの更新

等を行い、適正な車両総重量に是正するための費用として、修繕料で２３６万７千円を計上し
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ております。３ページをお開き願います。次に救急資器材整備事業につきましては救急車積載

の携帯電話をスマートフォンに変更するとともにタブレット端末を導入し多種多様化する救急

災害現場での効率化を図るものです。アプリケーションの利用による多言語対応。医療情報資

料のデータ閲覧。画像利用による医師報告時の視覚的伝達や医療情報、災害情報システム等に

も活用していきます。通信料として通信運搬費で１１万１千円。スマートフォン、タブレット

の購入費用として器具購入費で２１万１千７１１円の事業費計３５万６千円を計上しておりま

す。次にデジタル無線設備維持管理事業につきましては、電波法第７３条第１項に基づく定期

検査を実施するもので、デジタル無線定期検査委託料として１９万５千円を計上しております。  

次に救急用機材維持管理事業につきましては、救急車積載機材の保守点検を行い、機材の延

命化を図るものでＣＯ２モニター保守点検委託料として３万９千円を計上しております。次に

火災予防啓蒙事業につきましては火災予防運動や各種イベントでの火災予防啓蒙資材を整備す

るもので、火災予防啓蒙品購入費用８万５千４７０円。幼年消防用防火衣一式５組の購入費用

２７万３千９００円の計３６万円を消耗品費で計上しております。次に、火災予防啓蒙資器材

購入事業につきましては各学校施設等の避難訓練や各種イベントで使用する消火体験器材を整

備するもので、実際の模擬炎を使った消火訓練をすることにより、火災予防啓蒙の促進を図る

ものです。プロパンガスボンベ購入費として燃料費で６千６００円。装置一式の購入費用とし

て器具購入費で４８万４千円の事業費計４９万１千円を計上しております。次に火災調査用資

器材購入事業につきましては、火災原因調査を有効かつ円滑に遂行するための資器材を整備す

るもので、火災現場調査用カメラ一式の購入費用１４万４千円を器具購入費で計上しておりま

す。ここまでの１２件の事案事業が３項常備消防費、３目清里分署費の臨時的政策的事業であ

り、事業費の小計は９２２万９千円となります。 

４ページをお開き願います。２款消防費、４項非常備消防費、３目清里消防団費の分遣署維

持管理業務委託事業と次の消防団運営事業につきましてあわせて説明いたします。この２件の

事業につきましては計上費の予算であり、当初予算に計上されていたものでありますが、本年

４月より緑消防施設管理業務を個人雇用から第３分団の団員による対応へ管理業務体制を変更

したことから、緑分遣署管理業務賃金の年間所要額８９万円全額を減額し、管理業務の諸定回

数分の団員の指導手当として費用弁償を８６万４千円の増額。車両清掃用ケミカル品購入費用

として、消耗品費２万６千円を増額するものです。こちらは予算科目の構成のみであり、２件

の事業費の差し引きで増減はありませんので非常備消防費負担金の計上費分の補正はございま

せん。 

次に消防団員用被服購入事業につきましては、消防団員複製基準及び斜里地区消防団員の複

製に関する規則に基づき、消防団員の活動服を、新基準型活動服に更新し、あわせてアポロキ

ャップを更新するものです。新基準型活動服８０着の購入費用２４６万４千円。アポロキャッ

プ８０着の購入費用４３万１千２００円の計２８９万６千円を消耗品費で計上しております。  

次に消防団防災資機材整備事業につきましては、消防団を中核とした地域防災力の充実強化

に必要な資器材を整備するもので、救助活動用切断用器具としてコードレスセーバソーセット

３台、３０万２千２００円。救助活動用重量物排除用器具として積みつき油圧ジャッキ３台１

８万４千８００円の計４８万７千円を器具購入費で計上しております。なお、これらの資機材

は各分団に１台ずつの配備となります。この２件の事業が、４項非常備消防費、３目清里消防

団費の臨時的政策的事業であり事業費の小計は３３８万３千円となります。 
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次に２款消防費、５項消防施設費、３目消防施設費の消防庁舎維持管理事業につきましては、

消防署清里分署の狭隘な事務室を改修しスペースの確保、動線の向上を図るとともにシャワー

室給湯室を設置し、感染防止対策、衛生面の向上を図るものです。消防署清里分署事務室改修

工事請負費として４６９万円を計上しております。次に高度救命処置用資機材整備事業につき

ましては救急車に積載している資機材の生産サポート終了に伴い、資器材の更新をするもので

す。今回更新が必要な資器材はＡＥＤ１台であり、更新費用としてＺＯＬＬ社のＡＥＤ１台分

１１４万円を器具購入費で計上しております。この２件の事業が５項消防施設費、３目清里分

署施設費の臨時的政策的事業であり、事業費の小計は５８３万円となります。以上、予算科目

構成を除く、１６件の事業費の合計は１千８４４万２千円となり今回の一般会計補正予算清里

分署所管分の補正予算額となります。なお、この補正予算につきましては７月８日開催予定の

斜里地区消防組合臨時議会に上程する運びとしております。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長  

ただ今、消防分署より補正予算の所管分に関して説明がありました。委員の方、何かご質疑

があれば。ないですか。はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

消防車両維持管理事業という形で２款消防費、３項常備消防費、３目清里分署費ですけれど

も、過積載状態の関係について具体的に聞くと、ホイールをスチールからアルミにしたりとか、

取り付けのいろんな器具をフレームなんかを軽量化しながら、その原状回復するという早急に

やらなくてはいけない状況だと思うんですけど、具体的にその中身と今回のこの補正によって

清里分署に配置されている消防車両については、全てその問題点が解決されるというふうに理

解して良いのか。その辺をご説明願いたいと思いますが。 

 

○池下委員長  

はい、署長。 

 

○消防分署長  

はい。それでは、お答えをさせていただきます。清里分署所管の車両は救急車、指令車を含

めて延べ１０台ございます。その内、過積載状態になっておったのが６台でございます。過積

載状態になっているのは清里の３号車タンク車と、４号車レスキュー車。これがそれぞれ１台

ずつで２台。札弦配置のタンク車とポンプ車２台とも。あと緑に配置しているタンク車とポン

プ車２台とも合計６台が定められている車両総重量を上回っている、いわゆる過積載状態とい

う形になってございました。ほぼ管外のすべての消防署に配置されている、こういったような

車両が過積載状態になっているということがわかりまして、直ちにそれぞれの消防組合を通じ

て、北見運輸支局に連絡をとり、それらの対応にあたっております。清里分署におきましては、

５月の連休明けからもう既に北見運輸支局に参りまして、その車検の記載事項の変更というと

ころで、もう既に対応が終わっているのが２台ございます。今回補正予算で対応させていただ

くのは清里の３号車、第一線車のタンク車でございまして、運輸支局で総重量を確認してみま

すと、約３６０キロ過積載の状態ということになっています。この車両については車両の限界
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重量っていうんでしょうか。その車両の性能上、２０トン。総重量を２０トンを超えての記載

事項は変更ができないという形になっておりまして、現在総重量が１万９千９３５キログラム

ですから、６５キロしか幅がないという形になります。ということは約３６０キロオーバーし

ていますから３００キロ軽減しなくてはいけない。そう言ったようなところで、まず水を減ら

すという形は消防の使命として、ちょっとナンセンスなのかなというところがありまして、軽

くする第１の大きなお金かかってしまいますけれども、鉄でできているホイールをアルミホイ

ールにする。それで１００キロ以上軽減されます。それとはしごというのが車両に２機、備わ

っているんですけれどもそのはしごを自動昇降装置、ボタン１つではしごが斜めになっておろ

せる。そういったような油圧式の装置がついています。そういったようなものを取り外すこと

によって、この３００キロをクリアしていきたい、このように思っています。残った３台につ

いてはそれぞれ近いものですと、６月１０日、緑のポンプ車を支局に運んでいきます。そうい

ったようなところで記載事項変更の手続で済むのかなというふうに思っています。問題となっ

ているのは、清里に配置されている、清里３号車。その車両の限界重量の２０トン。この幅の

ないために、こういったような補正予算で軽減措置を取らせていただきたい。このような内容

になっています。以上、簡単ですけれども説明にかえさせていただきます。 

  

○池下委員長  

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

確認なんですけれども、今回の補正によって全ての車両については、そういった問題点が解

決されるという、そういったいろんな付け替えだとか必要なものを降ろしたりという形で、ま

た記載事項の変更という、そういった事務手続によって全て解決されるというふうに理解して

よろしいのでしょうか。 

 

○池下委員長  

はい、署長。 

 

○消防分署長  

私どもとしてはそのように考えております。あともう１点気にかかるのが、緑に配置されて

いるタンク車。この部分の車の性能っていうんでしょうか。そこがどのようになっているのか。

そこも運輸支局でこれからの確認になってきます。緑に配置されている、８号車タンク車です。

ここがちょっと気にかかっているという形でございます。あと残りは１台です。場合によって

はまた補正対応出てくる可能性があります。 

 

○池下委員長  

前中委員。 

 

○前中委員  

今、最大積載荷重の話が出たんですけども、多分この車両自体、型式が古いと思うんですけ
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ど、現況の中でその最大積載荷重を現況に鑑みた変更というのは可能だったのか、そうではな

いのか。従来的に大型車両になった場合に、そういうような最大積載荷重。まあ古い車両はそ

のまま移行しているんですけども、それが変更が認められないのか、ある程度の逆にアローワ

ンス、例えば５％の許容範囲という部分も現行の中ではあるんですけど、そこら辺は公的車両

ということで認められないということで理解していいのか。 

 

○池下委員長  

はい、署長。 

 

○消防分署長  

認められないという形のようでございます。問題になっている消防車両については、皆さん

ご承知のことかなと思いますけれども、おおむね導入から３０年経過の古い車両ということも

ございまして、そういったようなところを含めた中で、１台ずつ運輸支局の中で最大積載量を

検討していただきまして、その結果このような状況になっているということでございます。 

 

○前中委員  

もう１点すみません。 

 

○池下委員長  

はい、前中委員。 

 

○前中委員  

水難救助ギアっていうのは、これはどういうような物なのか。それと関連してちょっと関連

質疑なんですけども、分団の中に、消防団員の中に潜水士の資格、ライセンスを持った方がお

られるのかどうなのか。そこら辺、斜里地区としてはおられると思いますけども、分団として

本町も団はあるんですけども、そういう部分では潜水士とか万が一の時には斜里川でも水難救

助とかあるんですけど、ちょっとお聞きしたいんですけど。 

 

○池下委員長  

はい、署長。 

 

○消防分署長  

まず第１点目の水難救助ギアの関係についてご説明をさせていただきます。水難救助につき

ましては、直接水の中に入る水中用のウエアというんでしょうか。それは水中に入る装備にな

ります。水難救助ギアというのは、その潜水士なり、そういったような人が救助をして陸に上

げる。その陸に上げるときに待ち構えている救急隊員の装備一式、こういったようなことにな

ります。具体的にいきますと投げ入れるロープ、水に沈まないロープですとか、またその救急

隊員用の水辺に入れるブーツですとか、そう言ったようなところを一式が水難救助ギアという

形で計上させていただいております。よろしいでしょうか。 

あともう１点、潜水士についての関係について消防団の関係で潜水士の資格を持っているか
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否か。これについてはちょっと資料の方、持ち合わせておりませんので把握しておりません。

ただ、署に努めている職員については、昨年、南富良野に行きまして、そう言ったような水の

危険性ですとか、そういったような救助に当たる講習を受けてきております。今年度について

は斜里地区消防組合で同じく南富良野の方から講師を呼びまして講習会を行いながら、水の危

険性、救助の仕方、こういったような一式の勉強をするという流れになっております。団員の

潜水士の資格については大変申し訳ありません。把握してございません。 

 

○前中委員  

大事なのは職員。職員です。 

 

○池下委員長  

はい、署長。 

 

○消防分署長  

いないですね。潜水士という資格を持っている職員はおりません。 

 

○池下委員長 

よろしいですか。はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

２款の４ページですね。２款の消防費、消防施設費、分署施設費の消防庁舎の維持管理事業

で改修事業が行われるということなんですけれども、昔から非常に３町見た場合についても小

清水が新しくなり、斜里も新しくなり狭隘の中で非常に大変な思いをされているというのは、

非常にご苦労様というふうに思っているわけなんですけども、今回一部の改修、シャワーです

とか そういった部分でスペース的な確保、動線の確保というのがある程度解消されるのか、

やはり根本的な問題について積み残しで、将来に渡ってしっかりと検討せざるを得ないという

ふうにですね、現場としてどのように受け止めておられるのか。今回の改修も含めた部分で、

その辺の考え方、事務レベルで結構ですので、まだ政策レベルではないので、どのように受け

止めておられるのかご答弁頂きたいと思います。 

 

○池下委員長  

はい、署長。 

 

○消防分署長  

ご質問有難うございます。当分署といたしましては、実はご承知のとおり、感染症防止する

ためのシャワー室がないというところが大きなネックになっておりまして、これについては約

５年ほど前から、このシャワー室、絶対感染症防止のために職員を守る。家族さんを守る。ま

た職員の家庭へ感染症の部分持ち込ませない。こういったようなところで消防分署としてぜひ

必要だというところで協議をしてきたんですけれども、やはりその協議の段階で委員おっしゃ

るとおり、将来の消防庁舎をどうするとこういったようなところが１つネックにありまして、
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この一番必要とされている動線の向上、シャワー室の設置、これが見送られてきたという状況

になっていたのは事実でございます。これから将来的なところといいますと、やはり訓練をす

る場所ですとか、これからの救急業務を考えたときのヘリコプターの着陸できる場所ですとか、

また車両の大型化による車庫の問題ですとか、色々数え上げるときりがございません。また事

業費的にも非常に莫大な建物になってしまいます。今ある清里分署の位置にそれらを網羅した

用地、場所、こういったような所が確保できるのかと言えば、そうではございません。先ほど

申したように、用地も非常に狭いと。そうなると思い切った新築という部分も視野になってき

てしまいまして、余りにも規模の大きな、大きな予算が必要になってしまう。こういったよう

なところがございまして、当分署としては昨年１年間、職員とともにいろいろ協議した結果、

まだ今の庁舎で当分の間頑張っていけるぞというところで約５００万の経費いただきまして、

動線の向上、感染症防止のためのシャワー室設置、こういったようなところで職員の環境整備

を図っていきたい。このように思っています。将来的をみますと、先ほど申し上げましたとお

り、その用地の問題、車両の大型化、これからの救急の問題を含めますと本当にこの場所で消

防がいいのかという大きな問題は残りますけれども、当分の間はここで頑張っていきたい。こ

ういったようなところで、今回補正予算の提案をさせていただいているという経過にあります。

どうぞご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長  

はい。 

 

○古谷委員  

十分了解しました。本当に狭隘な環境の中で非常に他の町と比べると非常に厳しい環境、庁

舎の中で仕事をされていることについても十分理解しているつもりですし、今後新たな方向性

が政治的、政策的な方向性の中で、いくつかの段階で議論されると思いますけど、当面この解

消によって、ある一定の職員、救急隊員を含めた消防職員の方の環境が整備されることについ

ては十分理解しておりますので、今後ともその方向性の中でしっかり理解し、自分たちの中で

も議論させていただきたい。このように思っております。以上です。 

 

○池下委員長  

他にありませんか。 

 

○古谷委員  

１回全体を通して。 

 

○池下委員長  

はい、全体通して。 

 

○古谷委員  

１点だけ。どうしても聞かなくちゃいけない。脳疾患の急性期の搬送の関係について、現状

ではどういう対応になっているのか。事実関係だけで結構です。脳血管疾患の急性期の緊急搬
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送の清里分署の対応について現状ではどうなっているのかを、まずそれをお聞かせください。 

 

○池下委員長  

網走の脳外科の方がですね、今そういう状況になっているということを踏まえた上で署長、

答弁お願いします。 

 

○消防分署長  

皆様ご承知のとおり、この５月１日から網走脳神経外科が総合病院化されたということで、

網走の丘総合病院に変更になっています。内容的には医者不足、看護師不足によって急性期の

手術ができない。また夜間の医師、看護師体制が整わないために夜間対応ができない。こうい

ったような流れでございます。当然、４月中旬以降、網走脳神経外科の先生方、医院長含め、

先生方、斜里地区消防組合合同で会議を進める中、清里救急をどのようにしていくのかという

ところを十分に検討させていただいております。過日、北見赤十字病院の会議にも出席し、先

週の金曜日には斜里国保病院の院長先生にも直接会って話してきておりますが、清里救急の対

応といたしましては、救命救急士、本人に接触し脳疾患の疑いが非常に強いという方について

は、まず最初に向く方向は網走の丘総合病院に、その内容の電話連絡、受け入れ要請を行いま

す。その中で、網走の丘総合病院の方で直ちに救急搬送、受け入れ可能ですよという形になれ

ば、救急隊は真っ直ぐそこに向かっていきます。前段申し上げましたとおり、夜間対応ができ

ないという部分で、夜間においても網走の丘総合病院では、１週間のうち５日間、脳神経外科

の専門医が当直をされているようです。１週間のうち２回ほど内科医、一般外科医が当直をさ

れている。そこに当たった場合については、適切な脳疾患の運んでいいですよという指示が得

られない可能性もあるのではないか。これに備えてそういった場合、網走の丘総合病院で受け

入れできないという判断が下された場合においては斜里国保病院。そちらの方に連絡を取って、

そちらの方の医師の指示を受けることができるという流れに現在なっております。なお方向的

には緊急手術が必要な方においては、やはり北見赤十字病院という方向になりますから、方向

的に言えば、小清水赤十字病院。そこでも同じような対応をしていただけないのかどうか、こ

れについては明後日、明日なんですけれども、また再度小清水赤十字病院の院長先生に会って

斜里と同じように網走の丘総合病院で受け入れしていただけないということになった時、患者

さんの容態によっては、小清水赤十字病院の医師の指示を仰ぐという方向も含めて対応させて

いただけないかどうか協議に行ってまいりたい、このように思っております。以上、簡単です

けれども説明にかえます。 

 

○池下委員長  

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

極めて流動的な部分でしっかりとした体制を組みきれていないというふうに理解してよろし

いのか。それと現実的にですね、広域的な話。うちだけの話じゃなくて、２次医療圏、さらに

は北見日赤での手術ということになれば、三次医療圏も含めた総合的な管内的な大きな課題と

いうふうになっていると思うので、首長さん、議長さんも入っているかどうか。総合期成会等
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も含めながらですね、それは喫緊の課題となっていると思いますけれども、前段で担当をして

いる総合的な保健福祉課、それと救急、それと病院、３者の連携だという風に思いますけれど

も、ここで議論するべき話ではないというふうにも私的な話としてはあるんですけれども、た

だ課題になったとおり、しっかりと岡崎分署長ご存じのとおり、斜里国保では町長、それから

救急の担当課長、さらには国保病院の院長、それと脳外、外科の医長がそれぞれ住民の皆さん

にしっかりとしたその対応について説明会を開き、周知をしてきている経過があるというふう

に理解していますし、岡崎分署長も指摘されて慣例踏んでいたというふうに理解していますけ

ども今後、分署長に答弁求めませんけれども、委員長にお願いしたいのは、町としての対応で

すね。住民説明を含めた部分、全く現段階ではされていない事実があるという形で、それにつ

いては委員長の中でまた副委員長含めてどのような形の中で今後されるべきなのかということ

についてですね、しっかりとなんらかの方向性については町と協議をすすめていただきたい、

このように委員としてお願いをして、答弁は結構だと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 

○池下委員長  

この問題、実は先週ですか、道新に斜里の馬場町長が住民に対しての説明会を行った。その

席に確か署長も行っているのかなというふうに私も聞いておりますけども、今のところ、うち

の町の櫛引町長はそういったアクションを起こそうという話を聞いておりませんので、私と常

任副委員長と１度会って、そこら辺も確認しておきたいというふうに思います。また後日、皆

さんにお知らせをしようと思っておりますので、そこら辺、よろしくお願いしたいと思います。

あと、他に。よろしいですか。それでは清里分署これで終わります。どうもご苦労様でした。 

 

○消防分署長  

はい、ありがとうございました。 

 

○池下委員長  

時間もそんなにありませんが、総務課。一般会計補正予算所管分について説明をお願いしま

す。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○総務課長  

それでは総務課の案件でございますが、議案に記載のとおり、令和元年度の一般会計補正予

算、総務課所管分でございまして、今回の６月補正につきましては、総務課につきましては公

共施設並びに設備の修繕等、また防災対策事業等の追加、また継続的な事業等の所要額を補正

させてしていただいているところでございます。本委員会におきましては、主な事業につきま

して担当者よりご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長  
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はい、担当。 

 

〇管財Ｇ総括主査  

それでは管財グループ所管分について説明させていただきます。１ページをお開きください。

まずは歳入からご説明いたします。１４款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助

金、事業名公衆無線ＬＡＮ環境整備支援事業補助金です。この補助金については後程、歳出で

説明いたします。災害時用無線設備設置事業にて行います避難所のＷiＦi 設備整備に対する補助

金で、補助対象経費の３分の２である８９７万８千円を計上するものです。 

続きまして歳出をご説明申し上げます。２款総務費、２項総務管理費、２目財産管理費の旧

新栄小学校施設石綿調査業務委託事業につきましては、旧新栄小学校施設の解体設計に伴いま

して、施設の資材の中に石綿が含まれているかどうか調査を行うものです。吹きつけ材の採取

が６検体、成形板採取が２０検体、合計２６検体の調査分析を予定しております。調査費一式

で３０４万円を計上いたします。財源は一般財源となります。 

続きまして、同じく財産管理費の緑清荘屋上防水改修事業につきましては、緑清荘のＣ館平

屋部分の屋上放水改修を行うものです。Ｂ館とＣ館の二階建て部分につきましては、平成２８

年度に改修を行っており、今回はその未改修部分の改修を行うものです。昨年の調査において

屋根に穴が開いているのと、躯体の中に雨水が侵入しているのを確認しております。工事請負

費として１千４４６万円を計上いたします。財源につきましては、公共施設整備基金繰入金と

してその他の欄１千３００万円。一般財源から１４６万円となります。 

続きまして、同じく財産管理費の緑温泉施設修繕事業につきましては、緑の湯の浴室洗い場

の水栓の更新及び自動ドアの改修及び倉庫の設置を行うものです。浴室洗い場の水栓につきま

しては、老朽化により故障が多くなってきていることと、部品が入手しづらくなってきている

ため更新を行うものです。工事請負費として１５９万円を計上いたします。自動ドアにつきま

しても老朽化により故障や誤作動が多くなってきているため、センサーと駆動部分の改修を行

います。修繕料として５０万円計上いたします。倉庫の設置につきましては、緑の湯の備品を

管理するのと、先ほど企画政策課から説明のありました新しいモビリティー事業の私財を管理

するため、倉庫借り上げ料３０万円と設置費用として修繕料３０万円を計上いたします。合計

で２６９万円を計上し、財源につきましては公共施設整備基金繰入金として、その他の欄１０

０万円一般財源から１６９万円となります。 

続きまして、７目防災対策費の災害時用無線設備設置事業につきましては、災害が発生した

際に避難所に避難した方が利用できる、Ｗi-Ｆi 設備を総合庁舎、町民会館、札弦センター、緑

センター、保健センターの５カ所に設置するものです。通信回線初期工事費及び通信料として、

通信運搬費１１万９千円と、設置工事請負費として１千５４５万５千円の合計１千５５７万４

千円を計上いたします。財源につきましては公衆無線ＬＡＮ環境整備支援事業補助として国庫

支出金８９７万８千円、一般財源から６５９万６千円となります。 

続きまして、同じく防災対策費の防災用発電機購入事業につきましては、災害等による停電

に備えるため各公共施設や避難所指定施設にポータブル発電機と必要資材を購入整備するもの

で、１６施設分、合計２２台を整備するものです。器具購入費として９００万４千円を計上し、

財源は一般財源となります。 

続きまして２ページをお開きください。９目総合庁舎管理費の庁舎暖房設備改修事業につき
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ましては、総合庁舎と町民会館の暖房を担っております２基のボイラーのうち、１基を更新す

るものです。２基のうち１号機につきましては平成２８年に更新を行っており今回２号機を更

新することにより、負荷を軽減し、安定した運転を図るものです。工事請負費として７０５万

円を計上いたします。財源につきましては公共施設整備基金繰入金として、その他の欄６００

万円。一般財源から１０５万円となります。２段目と３段目につきましては、後ほど職員厚生

の方から説明ありますので１番下の段、１８目の行政情報システム管理費の光ファイバー移設

事業につきまして、説明をさせていただきます。光ファイバー移設事業につきましては、光ケ

ーブルの容量が不足しております回線について、張り替えを行うものでございます。羽衣町３

６番地、３７番地の２回線、約４００メートルを予定しております。工事請負費として１３０

万円を計上し、財源は一般財源となります。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長  

はい、担当。 

 

〇総務Ｇ主査  

続きまして私の方から総務グループ関連についてご説明させていただきます。２ページ目歳

出、上から２番目の欄、２款総務費、２項総務管理費、１３目職員福利厚生費、職員住宅修繕

事業の内容といたしまして、既存職員住宅の住環境改善のため、石井組の南側にございます、

向かいの住宅４戸及びトレセンの駐車場の横にも１戸ございます、その職員住宅につきまして

断熱効果の高いプラスト窓並びに玄関ドアに更新するものでございます。また水元第１にござ

います長屋職員住宅、この１戸につきまして床下の断熱及びフローリングの新調工事を行なう

ものでございます。事業費につきましては修繕料といたしまして５７９万円。財源につきまし

ては全額一般財源として計上するものでございます。 

続きまして同じく職員福利厚生費、職員住宅解体事業の内容といたしまして、トレセン駐車

場の横にございます北側の現在使用していない職員住宅１戸ございます。水洗化等必要な改修

がなされてございません。また１０年以上入居がなく、修繕が行き届いていないというような

状況でございます。新たに今後使用するということがある場合には、相当の改修費用が想定さ

れるということもございます。また職員住宅全体の供給状況を鑑みまして、今後使用する見込

みというのもないことから、解体除却をするものであります。事業費につきましては１７９万

円を全額一般財源として計上するものでございます。以上で総務課所管の補正予算について説

明を終わります。 

 

○池下委員長  

今総務課の所管分の補正予算の説明がありましたけど、何か。はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

新栄小学校のアスベストの関係。昨年度の補正予算の中で解体の設計が計上されてきたと思

うんですけれども、提案がされなかったというのは、その後の設計段階でしかアスベストの関

係については確認できなかったという形の理解でよろしいのか。何か特殊事情で見落としてい

たのか。その辺の状況についてのご説明をお願いしたいと思います。 
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○池下委員長  

はい、課長。 

 

○総務課長  

ただいま委員、ご指摘のとおり、新栄小学校の解体の設計工事につきましては、昨年の１２

月補正で計上させていただきまして、設計調査の方、設計の方を進めてきたわけでございます。

今お話しのとおり、今回アスベストの調査ということで、計上予定をさせていただいておりま

すが、本来でありますと今、委員おっしゃられたとおり昨年の設計のときに含むのが１番良か

った手法かなというふうに考えておりますが、その時点でわからなかった部分がありまして、

今回設計を進める中でアスベストの関係について調査が必要ということになったということで

今回３００数万円の補正をさせていただきました。昨年当初からこれらを見込んでの形がとれ

なかったということで、今回設計段階で必要だということで、今回このアスベストの関係です

ね、計上予定をさせていただいているということでございます。 

 

○池下委員長  

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

基本的には理解はしましたし、必要な調査設計はせざるを得ないというのは当然だと思いま

すけれども、所管の事務じゃないところも含めて、具体的な大規模修繕事業とか解体事業がた

くさん今後発生してくる段階において、その調査設計と基本設計、実施設計のあり方みたいな、

その一定のルールみたいなものを明確にしておく形、予備調査をやって、その実態をきちんと

把握した中において、基本設計ないし実施設計に入っていくだとかってして行かないと、今回

のように後出しの形の中で、きっと１２月の補正の段階でさまざま議論があったというふうに

審議資料を見た時に見えてくるわけなんですけれども、やはりその辺の予算の提案の仕方です

ね、その辺のきちんとした仕組みみたいなのを、やはり今後しっかりやって行く必要が今回の

事情を見ても明らかではないかなと思いますけども、総務課としての見解はどういうふうに考

えておられるのかご答弁お願いしたいと思いますが。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○総務課長  

今、委員ご指摘のとおりかなというふうに事務局サイドも思っております。公共施設の管理

については一応総務課で一体的と言いますか公共施設の管理計画も含めまして、一体的に所管

をしているわけでございますけども、近年老朽化に伴いまして、公共施設の解体等が必要にな

ってきている部分がございます。今おっしゃられたとおり、調査設計、基本設計、それから実

施設計を含めまして本当に建設サイドと十分に連携を取って一定のルールといいますか、本当

にそういうような調査設計に当たってもルール、指針みたいなものをつくらなければ最初に提

案したのに輪をかけてですね、またプラスアルファで予算も計上しなきゃならないということ
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も考えたこともありますので、その辺ですね予算の提案の仕方も含めまして建設サイドと十分

に連携を取りながら、この調査設計については今後提案をしていきたいと考えているところで

ございます。 

 

○池下委員長  

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

今、総務課長から答弁のとおり、その辺のルール作りみたいなものの基本的な考え方、大規

模改修だとか取り壊しが非常にこれから増えていくと思いますので、そこを慎重にしっかりと

財源の事もありますし、事業規模が全く違ったものになってしまうだとかありますので、そう

すると、どういう手法を取るのかとか、手法の選択。修繕等の手法の選択ですとか。そういっ

た中できちんと議論されるべきものだと思いますので、そのへんがやはりもう一度、しっかり

と担当課だけではなくして実務を担っている産業建設課とも連携しながら一定の仕組みルール

作りを早急に進めていただきたいと思います。以上です。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○総務課長  

委員からのご意見等も参酌しながら十分検討してまいりたいと思っております。 

 

○池下委員長  

はい。 

 

○前中委員  

実施計画の公文書的な保存期間って何年。今アスベストの話があったんですけど、本来であ

れば実施設計の中にうたっているから、ある程度見えるのであればしっかりとその段階で見れ

たと思うんですけど。新栄小学校に関してこれからの公共財なんかであると思うんですけど、

実施設計の中に各種の石材を使っただとか、そういうものも諸々出てると思うんだけども。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○総務課長  

基本的には実施設計の部分については、永久保存かなというふうに思っておりますが、新栄

小学校につきましては建築、建設年度も古いこともありまして、設計当初等も今回１２月もそ

うですし、今回の部分の中でも設計書の方も確認をしておりますが、その辺についてアスベス

トの関係について把握ができなかったという部分がございまして今回調査経費を計上せていた

だきます。またこのアスベスト関係につきましては、数年前からこういうようなことが建築材
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とかに含まれているということがありまして、きちんとした管理が必要になってきているとい

う部分がございます。今、前中委員からありましたけれども、当初についてはその分が把握で

きなかった。設計の部分では把握できなかったということがあります。ただ設計当初について

は、当然永久的に保存が必要かなというふうに考えているところでございます。よろしいです

か。 

 

○池下委員長  

他に。よろしいですか。堀川委員。 

 

○堀川副委員長  

防災用発電機を２２台買う予定になっていますけれども、どの程度の発電を想定しての発電

機なのか。その発電機の大きさ的にはどの程度の大きさなのか。手で持ち運びできるものなの

か、それとも人間が持ち運びできる程度の大きさなのか。それとも１００キロ程度のものなの

か。その発電の想定とちょっと教えて頂きたいんですけれども。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○総務課長  

ただ今の発電機の関係でございますが、今回、発電機につきましては１５施設２２台という

ことで計上をさせていただいてございます。基本的には昨年の９月の胆振東部の地震がありま

して、その後全体的に発電機の必要性等を検討し、それぞれの課から現在持っている発電機、

それから今後必要な発電機ということで追加整備が必要な部分ということで、取りまとめさせ

ていただきまして、今回新たに発電機の整備が必要ということで計上をさせていただきたいと

いうふうに考えてございます。基本的にはそれぞれ持ち運びができますポータブル的な発電機

ということで１.６ＫＶＡから大きなもので５.５ＫＶＡまでのということで、施設によって若干

大きさ等が違うわけでございます。今回その発電機に合わせまして必要な備品等又はバッテリ

ー等、その辺も合わせまして、今回ドラムコード、また蛍光管、それらも含めまして、それぞ

れ購入ということで今回予算を計上させていただきたいというふうに考えてございます。基本

的には先ほど言ったとおり、職員等が持ち運びできる形の発電機ということでご理解いただけ

ればというふうに思います。 

 

○堀川副委員長  

わかりました。 

 

○池下委員長  

いいですか。他、ありませんか。総務課全体通して何かご質問があれば。よろしいですか。

それでは総務課終わりたいと思います。どうもご苦労様です。それではお昼になりましたので

１時から再開したいというふうに思います。 
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休憩  午後 ０時０１分 

再開  午後 1 時００分 

   

○池下委員長  

それでは生涯学習課行いたいと思います。一般会計補正予算の説明をお願いします。課長。 

  

○生涯学習課長  

はい。本日の生涯学習課の案件でございますが、６月定例会に提案申し上げます、補正予算

の概要についてご説明を申し上げます。今回につきましては統一地方選挙の後の政策予算とい

うこととなってございます。内容につきましては各担当よりご説明いたしますので、よろしく

お願いいたします。 

 

○池下委員長  

はい、担当。 

  

〇学習教育Ｇ総括主査  

それでは私の方から生涯学習課、補正予算協議事項につきましてご説明いたします。生涯学

習課、資料の１ページをご覧ください。まず初めに学校教育グループ分の主な事業、内容説明

をさせていただきたいと思います。その後、社会教育グループ分の説明とさせていただきます

のでご了承ください。それでは表の上から３つ目。予算科目、２款総務費、１０項総合戦略費、

１目総合戦略事業費の新入学児童記念品贈呈事業でございます。毎年の新入学児童に対しまし

て、町よりランドセルを贈呈するものでありまして、来年度の入学予定児童３５人分として１

３８万６千円を計上しております。財源は全て一般財源となります。 

続きまして９款教育費、１項教育総務費、２目教育諸費の教職員住宅解体事業でございます。

今回解体を計画いたしますのは、老朽化の著しい昭和４１年建築の清里小学校の教員住宅であ

りまして、解体費用一式といたしまして、一般財源にて１３６万円を計上しております。 

続きまして、学校施設長寿命化計画策定事業でございます。建築から２５年を経過した清里

小学校と給食センター、そして築１５年となる清里中学校に係る計画的な改修工事を実施し、

各施設の長寿命化を図るための計画策定を行うものでございます。策定費用一式といたしまし

て、一般財源にて５７０万円を計上しております。 

続きまして２項小学校費、１目学校管理費の清里小学校等改修工事実施設計事業でございま

す。こちら老朽化が目立ち始めました清里小学校と給食センターの改修工事実施に向けた設計

業務一式でありまして、１千６８５万円を計上しております。財源内訳でございますが、公共

施設整備基金より１千５００万円といたしまして、残りはすべて一般財源となります。 

続きまして、資料２ページの上段、同じく小学校費。２目教育諸費の小学校教育用ソフト購

入事業でございます。新学習指導要領で新たに必修となります、小学校のプログラミング教育、

こちらに対応したパソコンソフトを購入しまして、児童への教育環境の充実を図るものでござ

います。事業費２２５万５千円で、すべて一般財源となります。 

続きまして、郷土読本「きよさと」改定版作成事業でございます。現在使用している副読本

が平成２５年度に改定した内容であることから、新学習指導要領の内容に合わせると共に、最
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近の清里町の状況を加えた改定をいたしまして、児童が清里町について学ぶための副読本とし

て整備をいたします。今後５年間は使用することを想定いたしまして一般財源にて２１３万５

千円を計上しております。ここで説明員交代いたします。 

 

○池下委員長  

はい、担当。 

 

○生涯学習課主幹  

それでは続きまして、社会教育グループ関連でございます。申し訳ありません。１ページに

お戻りください。１番上、上段でございます。２款総務費、４項庭園のまちづくり事業費、１

目花と緑と交流のまちづくり事業費、町民海外派遣研修事業でございます。国際的視野を広め、

地域課題やまちづくりを継続的に発展させる人材の育成を目的としまして、来年、本年度も実

施してまいりたいと考えてございます。参加者１名当たり３０万円を上限としまして、４名分

１２０万円を補助金として計上してございます。 

次に総合戦略事業費、合宿等誘致活動支援事業でございます。本事業につきましては、本町

で合宿を行う団体や町内の合宿支援団体に対しまして支援を行うことで、合宿団体と町民の交

流の中で町民のスポーツの振興を図るものでございます。内訳につきましては団体への食材支

援としての食糧費２０万円。団体への活動費補助金として１５０万円を計上してございます。

２ページをご覧いただきたいと思います。３段目から各種社会教育関係団体の補助でございま

す。老人クラブ連合会は７単位クラブの活動、健康づくり等の団体活動としまして１０３万５

千円。自治会女性部連絡協議会につきましては、地域活動はボランティア中心としました団体

活動として４８万６千円。町内小中学校のＰＴＡに対するＰＴＡ連合会につきましては８万円。

連合青年団につきましては、各種地域ボランティア活動や地域、団体間の交流活動の支援とい

たしまして８万円でございます。 

３ページにいきまして、農業技術の向上のための研究学習を行ってございます。プライズク

ラブの活動に９万円。各種事業を通しまして、子供の健全育成を行ってございます、子ども会

育成連絡協議会に対しまして２０万円。文化祭の開催等を通して地域の文化振興を図ってござ

います文化連盟に対しまして、６４万８千円。郷土芸能保存活動を行ってございます、郷土芸

能保存会に対して３万円。以上が社会教育関係団体の団体補助でございます。 

続きまして、生涯学習総合センター費の学習センター空調設備現況調査業務委託事業でござ

います。現在空調設備の自動制御版と連動します、各種空調機器の連動性に関しまして不具合

が生じてございますので関連するシステムについて、制御状況を調査を行いまして、不具合機

器の特定を図って、今後安定的な運用管理及び適切な保守管理に繋がるよう対応してまいりた

いと思ってございます。委託料としまして１６３万円を計上してございます。次に同じく学習

センター費の多目的ホールステージ床改修事業でございます。ステージ床につきましては、劣

化によります床材の傷や剥離が見られるので、一部張り替え補修並びに塗装補修を行って、さ

さくれ等の対策をしていきたいと考えてございます。工事請負費といたしまして１６４万円を

計上してございます。財源につきましては公共設備整備基金１２０万円。残り一般財源４４万

円となってございます。 

４ページをお開きください。同じく学習センター費の冷温水器改修事業でございます。劣化
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が見られます冷温水機内部の真空を保つため、機密関連の分解整備及び機器更新を図ってまい

ります。工事請負費としまして７５７万円を計上してございます。財源につきましては公共設

備整備基金６００万円。一般財源１５７万円となります。次も同じく生涯学習総合センター費

の学習センター冷暖房設備設置事業でございますが、冷房設置の設置事業でございます。子供

たちの暑さ対策のため学童保育で利用しております創作活動室Ａ・Ｂ及びサークル活動室につ

きまして、冷房設備設置を行い環境改善を図ってまいります。工事請負費としまして２６８万

円を計上してございます。財源につきましては公共設備整備基金２００万円。一般財源６８万

円となってございます。 

次に４目図書館費の図書館パソコン購入事業でございます。現在図書館内に設置しておりま

して一般利用してございます、デスクトップのパソコンにつきまして、こちらで使用している

ＯＳのサポートが終了することから、更新を図るものでございます。新しいパソコンは機能性

を考慮しまして、ノートタイプのパソコンを予定してございます。６台分の購入経費及びセキ

ュリティーソフトの導入などを含めまして１１７万４千円を計上してございます。 

次に各種スポーツ関係団体補助でございます。スポーツ少年団協議会補助につきましては児

童生徒の健全育成や体力向上目指している本協議会に対して６３万円。町民の健康増進のため

のスポーツ活動行ってございます、スポーツ協会に対しまして１２９万６千円を補助するもの

でございます。  

続きましては、保健体育総務費の町営野球場整備事業でございます。昨年から計画的に行っ

てございます、野球場の整備改修でございますが、本年はバックネットの張り替え及び支柱の

塗装を行いまして、安心安全な施設利用を図ってまいります。工事請負費としまして５６９万

８千円を計上してございます。財源は公共設備整備基金５００万円と一般財源６９万８千円と

なります。 

５ページご覧いただきたいと思います。こちらトレーニングセンター費のトレーニングセン

ター地下タンク整備事業でございます。新たな法改正に伴いまして、一定要件の設置年数に該

当します地下埋設タンクの内部につきましては、漏えい防止を図る観点から、内部に腐食防止

措置を図らなければ使用できなくなることから、この点を解消する装置を図るとともに、供給

燃料につきまして、現在の重油から灯油に切り替える工事を行いまして経費の圧縮を図ってま

いりたいと考えてございます。工事請負費としまして６２３万円を計上いたします。財源は公

共施設整備基金５８９万１千円。一般財源３３万９千円となります。続いて同じくトレーニー

センター費のバスケットゴール更新事業でございます。劣化によりまして、フレーム破綻が発

生しましたバスケットゴールにつきまして同時期に設置したものについては、同様の現象が今

後起こり得ますので、安心安全な利用環境を保っていくため、現在設置してございます２セッ

トを更新するものでございます。あわせて現在規格があわない、移動式バスケットゴール等の

処分や一部床ずれによります、バトミントンポール等が立たない部分の修繕を行ってまいりた

いと考えてございます。工事請負費としまして８６７万円を計上していきたいと思っておりま

す。財源につきましては、公共施設整備基金７８０万円。一般財源８７万円となります。 

続きまして町民プール費の町民プール塗装補修でございます。プール施設で使用してござい

ます、木材の集合材の延命化を図るため外壁部分の塗装補修及び窓枠周りの水切りカバーの設

置をしまして、防水機能の向上を図ってまいりたいと考えてございます。工事請負費としまし

て３００万円を計上いたします。最後になりますが、４目スキー場管理費の緑スキー場受電設
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備改修事業でございます。こちらも現在計画的な改修を計らっておりますが、本年は受電設備

の改修としまして、屋外キュービクルの更新及び劣化部品の更新を計らってまいります。工事

請負費としまして８５３万円を計上してございます。財源につきましては公共施設整備基金８

００万円、一般財源５３万円となってございます。以上で説明を終わります。申し訳ございま

せん。青年団補助につきまして６万円の記載のとおりとなってございます。 

 

○池下委員長  

はい、只今生涯学習課の所管分について補正予算の説明がありましたけれども。委員の方か

らご質問があれば。 

 

○池下委員長  

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

１ページの９款教育総務費と小学校費の関連性についてお話を伺いたいんですけども、前回

の常任委員会で、小学校の大規模改修について年次プロットをしながら、今後進めていきたい

というお話がありました。そう言った中で教育総務費の中に、学校施設の長寿命化計画の策定

事業をここで個別的な小学校を含めた部分で給食センターについて策定し、そして具体的な方

向性をきちんとですね、整理されるという話と、それと当該年度同じ補正と併せて並行しなが

ら小学校の改築事業の実施設計を行っていくという、この辺の一連の中で、先ほどちょっと前

段で総務費の中でも出てきたんですけども、新栄小学校の解体工事が昨年の１２月補正で計上

され、さらに今回の補正でアスベストの補正がされていくという形で、調査という事業と調整

計画等ですね、実施設計、基本設計と言う一連の流れの中でその辺がきちんと整理されている

のか。長寿命化全体的計画作る一方で、実施設計やりますという、そういった部分で一般的に

行けば、調査をして現状把握をして、先ほど前回の常任委員会に出された具体的な個々のもの

について、ある程度アウトラインとしてどの程度の修繕工事が必要なのかとか、どういった手

法論で取って行くのかという形の方向性が示された中において、その問題を解決するために事

業費も含めながら、ある程度のアウトラインをしっかりと提示した中において実施設計という

ものが行なわれていって施工という一連の流れだと思うんですけども、今回は長寿命化の策定

事業と実施設計が同時補正で予算提案されてきているというですね、そういった考え方の整理

は、非常に先ほどの総務課と同じようにやはり見直しがきちんと一つの仕組みの中でルール上、

しっかりとチェックして点検をして調査をして、その結果に基づいて方向性を示し、さらにそ

の全体事業者、手法論をきちんと確定しそれに基づいて実施設計を発注していくという流れで

なければ、非常に決め打ちになって現段階においては事業費が全体的に調査を行っていない段

階において、設計費を当然、数字は出ている訳ですけども、これはある一定の工事を前提とし

た工事規模も含めた中で予算というのはですね、ある程度、設計業務のボリューム、設計書。

設計業務のための積算設計書が出来ていると思うので、既にこれ決め打ち的な話になってきて、

全体的な方向性の整理と、今言ったような具体的な事業の整合性が教育委員会の中でどのよう

に今回の補正予算の提案の中で整理をされて、今回計上されたのか、その辺をちょっと説明い

ただければと思うんですが。 



 

- 50 - 

○池下委員長  

はい、課長。 

  

○生涯学習課長  

今回の事業につきましては特に小学校につきまして、非常に劣化が著しい。これにつきまし

てはここ１年ということではなく、数年に渡ることでございまして、その中ではここ数年に渡

って、建設課サイドとも協議を進めてきたところでございます。そのような中、待ったなしで

これ取り組んでいかなければならないというふうに考えているところでございます。その中で

やはり財源の確保ということが必要となってまいりますので、財源確保のために必要な長寿命

化計画を立てる。決して財源がありきということではございませんが、これも必須要件となっ

ているところでございます。待ったなしでやらなければならないという中では、この２つの事

業ですね、同時並行的に進めて何とかまた補助事業にのり、次年度から一部工事改修に取り組

んでまいりたい。そのようなスケジュール感で考えてございます。以上でございます。 

 

○池下委員長  

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

基本的には待ったなしの状況で非常に老朽化して早い段階において、しっかりとした補修工

事をやりながら今後ランニングコストの軽減を図ったり、さらには子供達に快適な環境の中、

学習していただく。これは基本的にはその通りだと思う。ただ今お話ししているのは長寿命化

計画に対して前提にたって、実施設計は今回単費ですよね。単費である。単費の計上ですよね。

単費で計上している。さらに実質の段階においては交付金かな。交付金を入れるという前提に

立って、そういった中でスピード感を持ってやらなくちゃいけないので今回については長寿命

化と策定と小学校の改修の実施設計を単費で並行していやっていくという考え方に立って、そ

のような事務的に理解できるんですけれども、ただ先ほどお話したとおり、現状の課題の把握

や事業費の把握というものは、おおよそアウトラインで技術的な話として、前回の委員会の中

ではそれは全く出ていないという形も含めて、相対的にどういった手法でやるのかとか、全体

事業費がどのぐらいになるかとかっていうアウトラインだとか。そういったものがしっかりと

掴めた上で今回こういった補正予算を提案しているのかどうかってなると、やはり年次プロッ

トのあり方。交付金を前提としてやっていくっていう前提にたった場合についても、やっぱり

ある程度そう言った事業の組み立て方をごく一般的な普通の調査をやり、実態を把握し、そこ

で課題に対する対応についての評価を行った中で、それで基本設計なり実施設計に入り、そし

てそれに基づいて施工していくっていう一連の流れですよね。その調査と実施設計を一緒にや

るということについてもその辺の考えとの整理っていうものを、やはりもう１回しっかりと組

み立てた中でやっていく必要があるのではないか。そういった意味では来年施工前提にして、

一部施工前提にしてっていう、どちらかと言うと前がかりな話なんでしょうけれども、それは

それとして駄目だとは言っていませんけれども、やはりもう少し慎重にその辺の事業の組み立

て方ですね、やはり今後考えていかないと、これはいけない。それは学校教育施設だけでなく

して、関連して言わせてもらうとほぼ全部今回、補正もそうですけども、補修事業しかり、社
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会教育の施設も含めて、そうなった時にやはり今後、全般的な教育施設の配置だとか、統合だ

とか修繕というマスタープランがしっかりとあった中において、これらの事業が総合的に展開

されていくというのが本来あるべき姿であって、今回は未熟も学校の長寿命化をしっかりやり

ますよと。これはもう前向きで非常に評価すべきことだと思うんですけども、その辺はやっぱ

り教育委員会のスタンスとしてもう１回しっかりチェックしていく必要があるんではないか。

それでなければ毎年の年度の当初予算や補正予算でこれはこうありました。これが必要ですか

らという、それではやっぱり将来的な見通しだとか、その方向性といったものがなかなか掴み

にくいという形の中で捕まえ方も、もう一度しっかりとやる必要性が事務局としては認識して

いるかどうか、再度確認させて頂きたいと思います。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○生涯学習課長  

学校施設につきましては、今回長寿命化計画の中で、中学校まだ１５年ということで、大き

な修繕等はございませんが、やはり小学校、そして給食センターが終わった後に、次中学校と

いう流れになろうかと思います。そのことも踏まえた中での今回計画を策定してまいりたいと

思います。また社会教育施設につきましては、特段の門下の補助事業がないものですから、今

回長寿命化計画という形では策定はいたしませんが、内部で生涯学習総合センターをはじめと

した社会教育施設、体育施設、これのそれぞれの年次計画を立てているところでございます。

ただし、老朽化して今後存続の必要があるのかどうか、検討の余地がある施設等もございます

ので、そこにつきましてはまだ内部の方で方向性が定まっていないところでございます。具体

的に申しますと、札弦のトレセン、それからゲートボール場などにつきまして、老朽化が著し

いということで、今後方向性を他の施設同様考えていかなきゃならないというふうに考えてい

るところでございます。 

 

○池下委員長  

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

基本的には方向性、課長がご説明頂いたとおり理解をしていきたいと思いますし、教育委員

会は独立行政機関としてですね、教育委員会議もあるわけですし、社会教育委員の会議もある

わけですから、そういったところも活用しながら、まあ活用という言い方は教育委員会に失礼

ですけれども、しっかりとそういった特に今後老朽化した経年劣化が起きている分や、利用率

が低下しているものや、さらに逆に新しく時代のトレンディーの中で活用をもっとしっかり図

っていかなければいけない施設があるわけであって、それに対する部分の方向性がマスタービ

ジョン程度はやはり今お話したとおり、教育委員の会議だとか社会教育委員の会議の中で、し

っかり構築していくという、やっぱりその姿勢が社会教育生涯学習の中長期計画の中では、部

分部分で施設が触れられているというのは認識していますけれども、より具体的なそういった

整備だとか修繕だとかにおもむきを置いた計画をビルドアップして行かなければ、その都度こ
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こ壊れましたここ壊れました、ここはこうなりましたという、そういった話ではなくして、先

を見越した中で適正な時期に適正な修繕・補修を行い、長寿命化を図っていくというのはすべ

ての施設に必要なことであって、その辺の取り組みもぜひ積極的に教育委員会としても取り組

んでいただきたい。このように考えますが、その辺の今後の協議委員会議や社会教育委員の会

議の中の取り扱いについては、どのように現段階では考えているのか。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○生涯学習課長  

社会教育の施設につきましては、委員おっしゃっていましたとおり、社会教育委員の会議、

それから生涯学習総合センター運営審議会がございます。これが年５回ほど開催をされて、ハ

ード・ソフトにわたって議論をされているところです。社会教育については５ヶ年ごとの中期

計画を策定しておりますが、来年度その策定の年度に当たっているところでございます。その

中では幼少期から高齢期までのソフト事業のほか、教育の基盤整備という項目がございますの

で、その中で今後のその計画は一応５年を見越しておりますが、今後の整備計画について委員

さんの中で議論をし、計画に上げてまいりたいというふうに考えておりますのでご理解いただ

きたいと思います。 

 

○池下委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

基本的には理解をいたしました。ただお話してきたように、どうしても総合計画だとか中長

期計画の総花的になって一般論で少々違って、今言ったような課題に対するアプローチが非常

に弱いということが事実なので、やはり新しい計画の取り組みの中においては、より具体的な

戦略的な問題。それは現実的な課題を具体的に見える形で解決していく、将来的なプロット。

そういった物をもう一回しっかりとやっていくことが新しい時代の計画としては必要になって

いるのではないかと思いますが、その辺について今後しっかりと検討をお願いしたい。このよ

うに考えております。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○生涯学習課長  

計画と申しますと、私どももつい心豊かな教育ですとか、非常に抽象的な表現が並ぶ場面が

多々ございます。それはそれで大事なことではあると思いますが、今後特にハード、基盤整備

につきましては、大きな資金もかかる部分もございますので、そこにつきましては町長部局と

協議をしながら、より具体的なものを計画にきっちり、委員さんの答申をいただいてですね、

計画にきっちりと提示できるようなそのような計画を立ててまいりたいと考えます。以上ご理
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解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長  

他にありませんか。ないようですので、生涯学習課全般に渡って、誰か質問があれば。はい。 

 

○堀川副委員長  

質問ではないですけど、先日の総会で体育協会がスポーツ協会というふうに名前が変わりま

した。これは日本体育協会も北海道体育協会もスポーツ協会っていうふうに変わったというこ

とで、横並びということでうちの町の体育協会もスポーツ協会というふうに名前が変わりまし

たので、議員の皆さんもご理解願いたいと思います。 

 

○池下委員長  

今、堀川副委員長の方から体育協会がスポーツ協会ということに変わりましたけれども、補

足なにかありますか。 

 

○生涯学習課長  

はい。申し訳ございません。予算の名目、今まで体育協会補助がスポーツ協会ということで

ございます。スポーツという言葉は本来、競技スポーツをイメージされる方が多いかと思いま

すが、現在におきましてはスポーツ競技にとどまらず、健康づくりなど幅広い形での旧来の体

育ということを網羅した名称となっておりまして、全国的に変更ということで、このたび６月

１日から名称変更するということで、スポーツ協会よりお話がございましたのでご報告いたし

ます。申し訳ございません。 

 

○池下委員長  

他に何も。はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

一般道の関係で４月から新しい体制になって前回の委員会の中ではスクールゾーンの色々と

安全対策のお話なんか出ていたんですけど、現在まで順調に色んな部分で乗車の関係だとか、

含めて順調にいっているというふうに理解を、まあ４路線ですね。たまたまいると朝、私もス

クールバスにしょっちゅうあうんですど、沢山乗っている日と少ない日だとか。当然雨で天候

が悪いと親が送って行くだとか、いろんな状況になってデコボコあるでしょうけども、現在は

順調に推移していると理解していいのか。新たな課題が生じてきているかということと合わせ

ながら、それともう１点先日、教育長、課長と違う案件でお話したとおり、路線バス、緑線が

なくなることによって、朝それを利用するという形なんですけれども、停車位置の関係で高齢

者の方から通院、例えば清里クリニックだとか、そういったところではなくて、どうしても今

回は中学校、小学校の関係で朝来る時に、やっぱり冬期間も含めて我々は健常者とか元気な人

はいいですけども、５００メートル６００メートル歩いて行くとなるとこれは大変、やっぱり

その辺をもう１回、子どもたちの利用の部分と、そして今臨時的な併用という形でおられるこ

とについてのある一定のその辺の配慮だとか、そういったことに対する対応も臨時応変に、年
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次変わりではなくして途中途中しっかりと何がうまくいっているのか、ここはちょっと足りな

いのかということも含めながらその辺の対応を速やかに行っていくことが、今の時代必要じゃ

ないかと思っていますので、現時点でどのようにその辺を捉えられているのか。その辺をお聞

かせいただきたいと思いますが。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○生涯学習課長  

スクールバスでございますが、おかげさまで４月から概ね順調には進んでいるところでござ

いますが、しかしながら今も利用者の保護者の方からご意見をいただいている部分がございま

す。またあわせて駐在、警察の方からもですね、安全策を講じてはということで、ご意見をい

ただいております。おかげさまで役場の交通安全の担当などとも連携を図りながら警察にはお

世話になりながら、旗を立てて啓発活動などもしていただいているところでございます。また

保護者の方からいただきました案件につきましては、現場に出向き、そして保護者の方とお話

をした中、現在も少し今後に向けて協議変更も視野に入れたお話なども進めているところでご

ざいます。今委員もおっしゃっていましたとおり、毎月毎月例えば変えるということにはなり

ませんが、半年、上半期・下半期の時、また１年の中で変更できる部分につきましては、変更

をしてまいりたいと考えます。また一般の方の乗車でございますが、現在スクールバスがメイ

ンということでございますので、一応一般の方にも定期券を発行して、乗っていただいている

という状況がございます。その中でプラネット前、病院前ですね。ということも十分検討でき

ると思いますので、合わせて今後、また一般の方の乗降ということを含めますと、また役場の

交通関係の担当部署とも協議しながらその辺につきましては対応を進めてまいりたいと考えま

す。ご理解ください。 

 

○池下委員長  

よろしいですか。それでは他にないようですので。はい、課長。 

 

○生涯学習課長  

その他、６月の定例会でございますが、生涯学習課から備品購入契約の議決ということで小

学校、中学校のパソコン更新を行っております。この議決が３件、今回提案をさせていただき

ますのでご審議をよろしくお願いしたいと思います。以上でございます。 

 

○池下委員長  

それでは生涯学習課ここで終わりたいと思います。ご苦労様でした。 

 

○池下委員長 

大きな２番、意見書の提出について。事務局お願いします。それでは２番目の意見書の検討

について、総務文教所管の４件の意見書が提出されておりますのでご説明いたします。議会事

務局綴りの１ページをお開きください。１件目、新たな過疎対策法の制定に関する意見書につ
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いて。提出者は全国過疎地域自立促進連盟北海道支部、支部長鈴木直道氏でございます。内容

につきましては、４ページをお開きください。中段の１４行目から読み上げて説明いたします。

現行の過疎地域自立促進特別法は令和３年３月末をもって失効となるが、過疎地域が果たして

いる多面的公共的機能を今後も維持していくためには、引き続き、過疎地域に対して、総合的

かつ的積極的な支援を充実強化し、住民の暮らしを支えて行く政策を確立、推進することが重

要である。過疎地域がそこに住み続ける住民にとって、安心・安全に暮らせる地域として健全

に維持されることは同時に都市をも含めた国民全体の安心、安全な生活に寄与するものである

ことから、引き続き総合的な過疎対策を充実強化させることが必要である。よって新たな過疎

対策法の制定を強く要望する。 

次に、５ページをお開きください。清里地区連合会長の田島幸二氏より、持参提出で３件の

意見書が提出されております。この意見書は３件とも例年同様の趣旨であり、その意見書を本

年度版に内容修正し提出されたものです。９ページをお開きください。２件目、地方財政の充

実強化を求める意見書です。意見書の内容につきましては、地方自治体が担う役割が年々拡大

している中において、地域の財政需要を的確に見積もり、人的サービスの社会保障予算の充実

と地方財政の確立を目指すことが必要で、それに見合う地方交付税や一般財源総額の確保に向

けて、国に記以下の１０項目について要請をする内容となってございます。記以下１０項目に

つきましては、記載のとおりですのでお読みいただきまして、私の方からは前年度と比較して、

新たな項目となって入ったものを説明いたします。番号４番。「まち・ひと・しごと創生事業

費」として確保されている１兆円について、引き続き同規模の財源を確保すること。番号５番。

森林環境譲与税の譲与基準については地方団体と協議を進め、林業需用の高い自治体への譲与

額を増大させるよう見直しを行うこと。この２件の項目が前年度比と比較し追加と項目となっ

ております。他の項目については大きな変更はございません。 

次に３件目。１５ページをお開きください。子供の貧困解消など教育予算確保拡充、義務教

育費国庫負担制度堅持、負担率２分の１への復元。３０人以下学級の実現に向けた意見書につ

いてです。内容につきましては、子供たちの教育機会の均等補償や、きめ細やかな教育への体

制確保のための教育予算の確保と拡充を要望するものです。内容につきましては、１６ページ

をお開きください。記以下の１から４の項目について、前年度比と比較しましても言葉じりの

変更はあるものの、大きな変更はありませんでしたので、１から４項目までお読みいただきた

いと思います。次に２０ページお開きください。４件目、北海道最低賃金改正等に関する意見

書でございます。内容につきましては「雇用戦略対話」における全国最低の８００円確保とい

うところまで、まだ統一をしていない状況がある中、北海道最低賃金の改正に当たり、３項目

の措置を講ずるよう要望が上がってございます。２０ページの３項目なんですけれども、言葉

じりの変更等はあるものの、昨年と同様の内容でしたので、こちらの方もお読みいただきたい

と思います。以上ですが、６月定例会に委員長名での意見書の提出、また内容のご協議をよろ

しくお願いしたいと思います。 

 

○池下委員長  

今事務局の方より４件の意見書、の提出について説明がありましたけれども、委員の皆さん、

何かありますか。こういった内容で提出してもよろしいでしょうか。はい、それではよろしく

お願いしたいと思います。大きな３番、議会閉会中の継続調査について事務局よりお願いいた
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します。 

 

○議会事務局長  

議会閉会中の継続調査でございますが、常任委員会で議会閉会中に継続調査を行うためには、

あらかじめ議会の承認を求める必要がございます。総務文教常任委員会の調査案件としまして、

記載の３件について６月の定例会で提案して、その承認を求めるものでございます。１点目が

まちづくりと商工振興対策について。２点目が地域に根差した教育の推進について。３点目が

総合計画重点プロジェクトについてでございます。理由は精査を要するため、調査期限は調査

終了までとなっております。以上の案で提案したいと思いますので審議の方、よろしくお願い

いたします。 

 

○池下委員長  

今、事務局より議会閉会中の継続調査ということで説明がありました。ここに記載のとおり

になっておりますが、こういった内容でこのまま進めていきたいという風に思いますが、何か。

よろしいですか。それでは、そういうふうに進めて行きたいと思います。大きな４番。議会費

の予算について。 

 

○池下委員長  

はい、事務局お願いします。 

 

○議会事務局  

はい、議会事務局の２２ページ、最後のページを見ていただきたいと思います。先ほど企画

政策課の方からもご提案ありましたとおり、議会の視察研修事業の補正を行いたいと思ってお

ります。１段目、視察研修事業として内容につきましてはお読みいただき、詳細として市町村

アカデミー４名分の旅費、道内所管事務調査９名分の旅費、資料代等の消耗品代、自動車借り

上げ料、これを合計しまして１４０万６千円の補正を行いたいと思います。次に２段目、視察

研修随行事業ですけれども、こちらにつきましては道内所管事務調査に随行する職員１名分の

旅費として、７万４千円あげております。以上です。ご検討お願いします。 

 

○池下委員長  

はい、事務局の方より議会費の予算ということで、２件提案されておりますが、何か質問が

あれば。よろしいですか。それではこの辺も事務局の方に任せまして、やっていただきたいと

いうふうに思います。大きな５番。次回委員会の開催についてお願いします。 

 

○議会事務局長  

次回の開催、委員会でございますが、今のところ未定でございますので決まり次第、ご連絡

したいと思います。 

 

○池下委員長  

大きな６番、その他。何か、何もないですか。それでは何もないようですので。 
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  ●閉会の宣告 

 

○池下委員長  

第３回総務常任委員会を終了したいと思います。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会  午後 １時４５分） 


